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ISO standards have become more and more important after WTO-TBT agreement. How to 

harmonize ISO standards with Japanese technical codes, especially based on the domestic law is very 
important now.  We investigated a ‘Domestic construction – Performance criteria and verification’  in 
1995 as an example. We have found that construction standards are, not same as products standards, 
difficult to set down the numerical value. We propose settle qualitative standards for global consensus 
first, afterwards quantitative codes based on the domestic law.   
 
［研究目的及び経緯］ 

ＩＳＯ（国際標準化機構）では、製品規格をはじめ、

試験方法や設計方法の規格、生産プロセス等のマネジ

メント規格など、多数かつ多様な規格の作成が進めら

れている。ＩＳＯは任意規格であり、強制力はないが、

ＷＴＯのＴＢＴ協定により、加盟国は国内規格を策定

する際には、国際規格を基礎としなければならないこ

ととされた。 

国土技術政策総合研究所は、わが国の建設分野の法

令に基づく技術基準の作成のための研究を行う立場か

ら、これらに対応するＩＳＯ規格について、積極的に

審議に参加し、両者の整合を確保するべく取り組んで

きた。 

本研究では、わが国の法令に基づく技術基準に関連

したＩＳＯ規格の策定経緯についての事例調査を行う。

事例を挙げて国内基準と対応するＩＳＯ規格の策定経

緯を整理し、国内の利害関係者との協力体制や同様の

意見をもつ他国との連携、多様な意見を許容する規格

の記述の仕方などＩＳＯ規格と国内基準等との整合を

図るための留意事項と課題を抽出し、今後の国総研に

おける国際標準化活動に役立てることをねらいとする。 

［研究内容］ 

（１）建設分野の法令に基づく技術基準に関連する

ＩＳＯ規格の策定経緯についての事例調査 

（２）法令に基づく技術基準が関連する国際規格の

審議における留意事項の検討 

［研究成果］ 

（１）建設分野の法令に基づく技術基準に関連するＩ

ＳＯ規格の策定経緯についての事例調査 

1995 年頃から激しい議論の行われた戸建住宅の性

能評価の規格化を取り上げた。 

日本国内では 1996 年 6 月から住宅性能評価・表示制

度の検討が開始され、最終的に 1999 年 6 月に「住宅の

品質確保の促進等に関する法律」として公布されてい

る。一方、国際的にはＴＢＴ協定が 1995 年に発効した

ことを踏まえ、同年 11 月にオーストラリアがＩＳＯに

「住宅建築物の性能要求基準、検証方法」を提案し、

1996 年 5 月に米国が別提案を出したことにより、ＩＳ

ＯのＴＣ５９（Technical Committee ビルディングコ

ンストラクション）／ＳＣ３／ＷＧ１０を新規に設置

して規格化が議論されることとなった（後にＳＣ１５

に昇格）。 

住宅性能の国際標準が策定されれば通商の円滑化に

大きく貢献することは明らかであり、オーストラリア

が提案した意図は、国内で流通している住宅システム

や関連住宅部品（例えばツーバイフォーのパネル住宅

システムやその関連部品）の性能を国際的尺度で評価

し、輸出を円滑化しようとするものであったと言われ

ている。そのため、提案は、住宅全体やそこで使われ

る材料・部品（窓等）の“製品仕様”の記述方法を性

能ベースとしたものとしようとするものであった。ま

た、アメリカはこれに加えていわば設計や契約を標準
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化することにより取引の合理化を図ろうとしていたと

言われ、提案は設計や発注に用いる“部位仕様”の記

述方法を性能ベースにしようとしたものであった。 

これに対して、日本では、例えば地震の少ない国と

多い国との間では住宅の耐震性において求めるレベル

が異なることからオーストラリア案には同意しがたく、

生産システム・住宅構造が地場の中小住宅生産者によ

る木造軸組という日本独自の方式であることからアメ

リカ案にも同意しがたいという立場であった。日本の

提案は、各性能の水準は個々のユーザーのタイプやニ

ーズにより異なることを前提にすべきであり、性能を

記述するための方法（指標や各指標のレベルの測定方

法）のみを共通化することを内容としていた。 

それぞれの国が自国の考えに基づき性能標準作為の

ためのフレームワークとガイダンスを示した文書が提

案されているが未だに認識の相違や誤解などがあり１

つにまとまらないままになっている。下表は 1999 年に

ＳＣ１５を設置したときに一応合意された基本方針で

ある。現在は合意されている性能分野のうち優先度の

高いとされている構造安全性、火災安全性、耐久性、

機能性について検討が行われているところである。 

 

【提案された基本方針】 

《共通認識》 

・「標準」は、全体としての住宅の性能に焦点を当

てなければならない。 

・「標準」は、全体としての住宅から始まり、必要

とみなされた場合には、より下位のレベルに着手す

るように準備されなければならない 

・「標準」は、家族向けの独立した戸建てまたは集

合住宅に対する性能要求に関する一連の国際標準

として、「標準」を理解するための一般原則文書と

ともに整備されなければならない。 

・建築基準、および仕様書における性能要求との将

来に向けた調和を促すため、提案される「標準」の

内容と形式の基礎として、関係のある ISO 標準であ

る ISO6240、…との互換性が図られるべきである。

《構成》 

・それぞれの性能の種類ごとの「標準」は、ISO6240

の適切な部分に基づいた、ユーザーニーズの枠組み

に基づき策定され以下の項目により構成される。 

・性能の定性的記述を用いた性能記述 

・性能を定量化するのに使われるパラメーターの記

述 

・パラメーターを評価する方法 

 

（２）法令に基づく技術基準が関連する国際規格の

審議における留意事項の検討 

法令に基づく国内基準等とＩＳＯ規格との整合を図

るための国際標準化活動における一般的な留意事項と

課題を抽出すると以下のとおりである。 

①ＩＳＯの動向を良く調査し、規格作成の当初から

積極的に関与し、日本に不利にならないような規格を

作成することが必要。日本の生産者・消費者へ情報提

供することにより国内の関心を高め、わが国の現状を

踏まえてＩＳＯ規格への積極的インプットを図ってい

くことが望まれる。また、国内の規格・基準の作成時

点から国際規格を意識することも重要。 

②ねじやフィルムのような製品規格とは異なり、生

活習慣や気候風土に直接関係する規格を作成する場合、

一つの数値を確定した規格は作成しにくいため、数値

を入れない規格を作成。あくまでも数値は国内で決定

するようにすることが重要。 

日本においては、製造業に限らず常にグローバルス

タンダードということを意識し、できてしまった規格

（ルール）に意義を唱えるだけでなく、ルール造りに

積極的に参加していくことが最終的には自国の利益を

守り国際社会と融和することにつながると考えられる。 

［成果の発表］ 
所内イントラによる情報の提供等。 

［成果の活用］ 

省内委員会等における参考資料とする。 
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諸外国の社会資本整備系研究機関等に関する調査 
Research on the management of Public Works Research Institute in other countries 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 
企画部 

Planning and Research Administration Department 
国際研究推進室               室 長        寺元 博昭 
International Research Division        Head          Hiroaki TERAMOTO 
国際研究推進室               研究官        木村 恵子 
International Research Division        Researcher      Keiko KIMURA 
国際研究推進室               研究員        松下 智祥 
International Research Division        Research Engineer  Tomoaki MATSUSHITA 

 
This research provided a series of organizations and strategic theme related to Infrastructure management in 

Asian countries, and some findings of research needs of disaster management in India and road/bridge in 
Indonesia. These findings are to be used into promoting the international collaboration effectively into further 
steps in the future.   
 
［研究目的及び経緯］ 

国土技術政策総合研究所（以下、国総研という。）

は、JICA を通じた研修員の受入及び専門家の派遣等の

技術協力や二国間協力課題等に基づいた研究交流を毎

年行なってきている。このような活動は、国の研究機

関としての重要な役割であり、より効果的かつ意義の

ある活動として実施・展開をしていくことが期待され

ている。 
本調査では、技術協力や研究交流を行う際の計画、

実施およびフォローアップに活用し、それらの効果的

実施に資すると共に、今後の海外における研究動向把

握の一助となることを目的とした。 

 
［研究内容］ 

1.諸外国の社会資本整備系政府機関に関する調査 

社会資本整備アジア国土整備関係研究所長等会議

（以下、アジア会議という。）の参加国を中心に、社会

資本整備分野を担当する研究機関等をリストアップし、

現在の状況および各国における重点取り組み事項等の

整理を行なった。 

2.アジア会議参加国における技術政策及び制度的支援

に関する調査 

第 17 回アジア会議の参加各国が、本会議の成果を受

けて、今後、より効果的・効率的な災害対策を講じて

いくために必要としている技術政策的・制度的支援に

関する情報を収集及び整理を行なった。 

3.インド国立災害管理研究所（以下、NIDM という。）

との研究協力に関する調査 

平成 21 年 1月に NIDM との間で研究協力の覚書の締

結を行なった。 

締結にちなみ、共同ワークショップの開催及び研究

情報等の事前調査と整理を行なった。 

4.インドネシア共和国公共事業省道路・橋梁研究所（以

下、RDCRB という。）との研究協力に関する調査 

平成 21 年 11 月に RDCRB との間で研究協力の覚書の

締結を行なった。そのため、平成 22 年 3 月に開催した

RDCRB との共同ワークショップの事前準備及び研究情

報等の収集のための基礎調査と整理を行なった。 

 

［研究成果］ 

1.諸外国の社会資本整備系政府機関に関する調査 

本研究では、11 カ国の諸外国に対して、①各国の組

織形態（組織図）、②各機関の任務、③各機関の重点取

組事項、④日本との対応機関の比較を調査及び整理を

行なった。また、各国の組織を社会基盤整備別（水資

源、道路、都市・地域整備、住宅）に整理を行なった

（表 1）。 

2.アジア会議参加国における技術政策及び制度的支援

に関する調査 

本研究は第 17 回アジア会議参加各国が作成した発

表資料を基に、開催テーマであった「自然災害の防災・

減災対策」に関するアンケート調査を行なった。調査

内容としては、防災・減災対策実施するまでの過程を

考慮し、どの段階過程において各国は課題及び支援を

求めているのかを把握できる内容にて調査を行なった

（図 1、表 2）。結果は一覧表及び文書に取りまとめ、
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分析を行なった。 

表 1 社会基盤整備別の組織分類表 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 防災・減災対策実施までの過程 

表 2 質問表基本様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.インド国立災害管理研究との研究協力に関する調査 

調査はアンケートを用いて行ない、災害毎に支援方

策について取りまとめを行なった。また、過去 10 年間

のインド国内にて発生した自然災害についての調査も

行ない研究ニーズの把握に努めた。 

 本研究の中で“地すべり災害”に関して防災及び減

災における研究ニーズの把握を詳細に行なったところ、

近年発生している地すべり災害の被害規模や災害発生

箇所における地形的特徴の把握が出来たこと、また、

研究協力のニーズとしては警戒避難対策・システム確

立に対する技術支援や現地調査手法の技術移転につい

ての支援を求めていることを把握した。なお、近年は

自然環境に配慮した建設事業手法においても高い関心

を示していることが分かった。 

4.インドネシア共和国公共事業省道路・橋梁研究所（以

下、RDCRB という。）との研究協力に関する調査 

平成22年3月に開催された共同ワークショップを通

じ、道路・橋梁・ITS 等の研究ニーズを把握する基礎

調査を行なった。調査はワークショップ時のアンケー

トを活用しての調査を行なった。アンケートの分析結

果、「舗装の施工と維持補修・道路」及び「橋梁の耐震

補強技術」、「ITS 技術」への関心が高く、今後のワー

クショップテーマとして考慮する必要性を把握できた。

研究ニーズとしては、舗装はメンテナンス技術に関す

ること、道路・橋梁は耐震設計技術及び評価手法に関

する技術、ITS は渋滞緩和やコストパフォーマンス性

について技術を、日本には求められていることを理解

できる結果を得た。 

 
［成果の発表］ 

所内イントラによる情報提供または国総研資料によ

る取りまとめを予定している。 

 

［成果の活用］ 

本調査結果は、研究所内の各研究課室に対し、今後

の諸外国に対する技術協力や研究交流時の基礎資料と

して提供し活用していただくことを想定している。 
 

国  名 ①水資源 ②道路 ③都市・地域整備 ④住宅 備 考 

日  本 ■土地・水資源局 ■道路局 ■都市・地域整備局 ■住宅局  

アフガニスタン ■（エネルギー・水資源省） 

 

■運輸省 

 

■（都市開発省） 

■農村開発省 

 

 ■アフガニスタン

国家災害管理機関 

□国家災害委員会

□国家災害対策セ

ンター 

カンボジア ■水資源・気象省 

■公共事業運輸省（水上交通局） 

□メコン河流域委員会 

■公共事業運輸省（道路局） ■国土管理・都市計画・建設省

（都市計画局） 

■公共事業運輸省（都市交通部

局） 

■農村開発省 

 ■国家災害管理委

員会 

中  国 ■水利局（水資源管理部／建設

管理部／水土保全部／農村水

利部等） 

□国家洪水対策・干ばつ救済本部 

□水資源委員会（各流域） 

 

■交通運輸局 

 

■住宅・都市農村開発局（都市

農村企画部／都市開発部／村

落開発部） 

 

■住宅・都市農村開発局（住宅

改善発展部／住宅保障部／不

動産業管理部／建築省エネ技

術部） 

 

■中国国家防災委

員会 

 

インド ■水資源省 

□中央水資源委員会 

□インド水資源開発庁 

□インド水文研究所 

□ガンジス川洪水管理委員会 

 

■船舶・交通・道路省（交通道

路局） 

□インド高速道路公社 

□国境道路機構 

■都市開発省 

■住宅・都市貧困省 

■農村開発省 

□住宅・都市開発会社 

 

■住宅・都市貧困省 

□全国建物機構 

□全国住宅組合連合 

■国家災害管理機

関 

■国家災害管理研

究所 

■財務省（歳入局）

インドネシア ■公共事業省（水資源局） 

□河川流域組織管理センター 

□州及び流域水資源管理委員会 

 

■公共事業省（道路局） 

■運輸省 

□有料道路公団 

 

■公共事業省（住宅計画・都市

開発局／空間局） 

 

■公共事業省（住宅計画・都市

開発局） 

 

■国家災害救援避

難民調整委員会

（大統領府） 

 

イラン ■エネルギー省 

□イラン水資源管理会社 

□国営上下水道エンジニアリン

グ社 

□水調査研究所 

■農業開発推進省 

□土壌保全・流域管理研究所 

■道路交通省 

□道路維持交通機構 

 

■住宅・都市開発省 

■農業開発推進省 

■住宅・都市開発省 

□建物住宅研究センター 

■国家災害特別委

員会 

■国際地震工学研

究所 

韓  国 ■国土交通海洋省（建設・水資

源政策局） 

□洪水管理センター 

 

■国土交通海洋省（物流・海洋

局／交通運輸局） 

 

■国土交通海洋省（土地政策局） 

□地域建設管理機関 

 

■国土交通海洋省（住宅土地局）

□中央土地裁決機関 

 

■国土交通海洋省

（計画調整局-> 

危機管理計画部）

■国家危機管理庁

□国家災害管理研

究所 

■災害予防研究所

 
国名（       ） 
対象とする自然災害 （          ） 

１．防災対策現状の把握 現状 完了のための課題 
優先

順位

①対象とする自然災害の設定 Ｃ  Ａ  Ｄ  Ｎ Ｔ  Ｌ  Ｏ  Ｈ  Ｆ  Oth  
②自然災害による外力の設定 Ｃ  Ａ  Ｄ  Ｎ Ｔ  Ｌ  Ｏ  Ｈ  Ｆ  Oth  
③被害想定 Ｃ  Ａ  Ｄ  Ｎ Ｔ  Ｌ  Ｏ  Ｈ  Ｆ  Oth  
④目標とする防災レベルの設定 Ｃ  Ａ  Ｄ  Ｎ Ｔ  Ｌ  Ｏ  Ｈ  Ｆ  Oth  
⑤法制度の整備 Ｃ  Ａ  Ｄ  Ｎ Ｔ  Ｌ  Ｏ  Ｈ  Ｆ  Oth  
⑥ハード対策の実施 Ｃ  Ａ  Ｄ  Ｎ Ｔ  Ｌ  Ｏ  Ｈ  Ｆ  Oth  
⑦ソフト対策の実施 － － － 
⑦-1 災害前の予防対策 Ｃ  Ａ  Ｄ  Ｎ Ｔ  Ｌ  Ｏ  Ｈ  Ｆ  Oth  
⑦-2 災害直後の応急対策 Ｃ  Ａ  Ｄ  Ｎ Ｔ  Ｌ  Ｏ  Ｈ  Ｆ  Oth  
⑦-3 災害後の復旧対策 Ｃ  Ａ  Ｄ  Ｎ Ｔ  Ｌ  Ｏ  Ｈ  Ｆ  Oth  
⑧実施状況把握・評価 Ｃ  Ａ  Ｄ  Ｎ Ｔ  Ｌ  Ｏ  Ｈ  Ｆ  Oth  
回答の説明 C:完了 

A:概成 
D:実施中 
N:未着手 

T: 技術 
L: 法制度 
O: 組織 
H: 人材 
F: 資金 
Oth:その他 

２．優先順位をつけた項目について、具体的な日本への支援ニーズがあれば、記入下さい。 

優先順位①： 

優先順位②： 

優先順位③： 
 

３．モニタリングレポート作成のために必要な支援があれば、記入下さい。 

 ①対象とする自然災害の設定 

②自然災害の規模の設定 

③被害想定 

④目標とする防災レベルの設定 

⑤法制度の整備 

⑥ハード対策の実施

⑦ソフト対策の実施 

防災･減災の効果発現 

評価等の 
フィードバック

⑧実施状況把握・評価 

ソフト対策技術 

作用力推定手法 

被害想定手法 

被害想定手法 

法制度の紹介 

ハード対策技術 

調査・評価技術 
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港湾工事の積算基準に関する調査 

Survey of Cost Estimate Standards for Harbor-Construction Works  
（研究期間 平成13年度～） 

 管理調整部 積算支援業務課         課  長     菅原 広幸 
                                     第一係長     大姶良幸雄 
                                     第二係長     金澤 利男 
                                              橋本  明 
                                     第三係長     練尾伸一郎 
 
［研究目的及び経緯］ 

港湾・海岸工事は、作業船等による海上又は海中における施工が主体となるため、一般土木工事に必要とされる施工技術の

ほかに、気象・海象条件等の影響を受けやすく、また、施工規模の大型化や建設地の沖合化等により、施工環境はより厳しい

ものとなってきている。このような条件下での港湾・海岸工事の工事費等を適正に算出するために、「港湾請負工事積算基準」

を制定している。  

本調査は、積算基準を施工実態に適合した内容へ改訂するため、各工事現場における様々な施工条件や地域特性等を調査・

解析し、施工環境等の変化に迅速かつ適切に対応するための検討を行い、適正な積算価格算定に資することを目的としている。 

平成21年度は、全国の港湾・海岸工事、船舶・機械工事及び調査設計業務について、施工情報調査（モニタリング調査、詳

細調査）及び整理・解析を行い、積算基準と施工等実態との適合性について検討を行い、積算基準改定案を作定した。 

 

 

 

港湾積算情報システムの整備及び運用 

Upgrading and Also Application of the Harbor Cost Estimation Information System  
（研究期間 平成13年度～） 

 管理調整部 積算支援業務課         課  長     菅原 広幸 
                                     第一係長     大姶良幸雄 
                                 第三係長     練尾伸一郎 
 
［研究目的及び経緯］ 

 港湾・海岸工事の工事費等を適正に算出するため「港湾請負工事積算基準」を制定し、これを基に積算業務を行っているが、

この積算業務のコスト、労力を低減するため積算システムの開発に着手し、昭和53年度から「港湾土木積算システム」を、昭

和54年度から「船舶・機械積算システム」を運用開始している。その後も、工種の拡大、基準改訂に伴うプログラム修正等に

ついてシステムの整備及び運用を行ってきた。 

 また、近年においては、コンピュータ技術の開発・発展及びシステム開発言語のサポート終了の問題等に伴い、これに対応

するため平成17年度から新たなシステムの開発を行い、現在の新システムとなっている。このシステムは、それまでの港湾土

木積算システムと船舶・機械積算システムの統合に加え、新たに臨港交通施設等の積算業務にも対応できるよう「土木工事標

準積算基準」を取り入れるなど、積算業務の効率化を目的として整備及び運用管理を行っている。 

平成21年度は、「港湾請負工事積算基準」等の改訂に併せた積算システム整備及びシステム利用者の環境向上のため

の機能改良、並びに積算システムの運用管理を行った。 
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港湾工事の船舶等損料に関する調査 

Survey of Rent out Ships for Harbor-Construction Works 
（研究期間 平成13年度～） 

 管理調整部 積算支援業務課         課  長     菅原 広幸 
                                     第一係長     大姶良幸雄 
 
［研究目的及び経緯］ 

 港湾・海岸工事は、作業船等による海上または海中での施工が主体となることから、港湾等の土木請負工事及び測量・土質

調査業務等の積算価格の算出を適正に行うため「船舶および機械器具等の損料算定基準」を制定している。 

本調査は、毎年民間会社が保有する作業船等の稼働状況等を調査・解析を行い、損料算定基準と実態との適合性について検

討を行い、適正な積算価格算定に資することを目的としている。 

 平成21年度は、作業船等の船舶基礎情報（船名、規格、購入価格等）、船舶稼働情報（運転時間、運転日数、休止日運転日

数等）及び船舶維持修理情報（定期修理費等）等を調査、諸数値の解析を行い、損料算定基準改定案を作定した。また、作業

船の支援システムが発達してきていることから、新たな作業船付属品・付属機器の調査・検討を行った。 

 

 

 

港湾工事の新積算方式の導入に関する調査 

 Survey on Introducing of New Estimation Method for Harbor-Construction Works  
（研究期間 平成15年度～） 

 管理調整部 積算支援業務課 課  長     菅原 広幸    

第二係長     金澤 利男 
                                              橋本  明         

  
［研究目的及び経緯］ 

新積算方式（ユニットプライス型積算方式）は、従来の積上げ積算方式に代わる積算方式であり、「国土交通省公共事業コス

ト構造改善プログラム」において、「調達の最適化」の中の「積算の見直し」として試行の実施が求められている手法である。   

ユニットプライス型積算方式は、発注者と元請業者との間の契約時の合意単価をデータベース化し、その単価を以降の積算

に用いる積算方式で、積算の透明性の向上や積算業務の効率化などの効果が見込まれている。 

 ユニットプライス型積算方式導入に向けた調査は、平成15年度から検討を開始し、①主要工種の抽出、②海上工事における

導入の検討、③陸上工事における導入の検討などを行い、平成17年度から「ブロック製作工」を試行工種として導入を開始し

ているところである。 

平成21年度は、ユニットプライス型積算方式の試行拡大のため、「浚渫・土捨工」の積算データを分析し、積算条件、単価

のばらつきや構成比、地域性、特異性の要因等の検討を行った。現在試行中の「ブロック製作工」については、合意単価デー

タ（平成17～21年度）を整理し、合意単価及び諸経費の検討を行った。また、「その他工種」についても、新積算手法への移

行に向けた検討を行った。 
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国際輸送分野でのセキュリティ対策の国際動向に関する研究  
Research on development of security measures for international logistics network 

 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
 管理調整部 国際業務研究室     室  長  和田 匡央 
 Administration and Coordination Division    Head   Masao WADA 

International Coordination Division    主任研究官      箕作 幸治 

                     Senior Researcher   Koji MITSUKURI 
研究官  岩瀬 美奈子 

         Researcher     Minako IWASE 
 

In the field of the international logistics network, security measures are advanced in international 
cooperation. In this research, an international development of security measures was reviewed, and the 
influence that would be given to the port in the future was considered. 
 
［研究目的及び経緯］ 

企業による世界規模でのサプライチェインの構築な

ど社会経済活動がグローバル化する中で、これを支援

するインフラについても国毎の取り組みに加え、例え

ば最近のセキュリティ対策においても見られるように

国際的連携の元で港湾・空港の整備・運営が必要とな

っており、我が国が適切に対応できるためにその裏付

けとなる国際動向の把握と分析が重要となっている。 

現在国際輸送の分野では、IMO（国際海事機関）、ISO

（国際標準化機構）、WCO（世界税関機構）などの国際

機関を中心に国際的な枠組みにおいてセキュリティ対

策が急速に進みつつあり、また関連した技術開発も進

みつつある。 

本研究では、これらの動向を適切に把握し、港湾関

連をはじめとする関連行政機関・研究部へ情報提供を

行うとともに、効率的なセキュリティ対策のあり方に

ついて検討を行い、今後の我が国の対応（政策、研究）

のあり方について提言を行うことを目的とする。 
 

［研究内容］ 

①サプライチェインセキュリティ対策の一般的な考え

方について文献等から情報収集を行い整理した。 

②米国、EU、ISO、WCO 等における国際輸送分野での保

安対策の内容・実施状況について比較整理し、今後

の見通しについて考察した。 

③国際輸送分野での保安対策に関する技術開発動向

（貨物の検査機器、RFID を活用したコンテナの管理、

輸送分野での手続きの電子化技術等）、海外での先進的

な取組みについて事例収集した。 

④サプライチェインセキュリティ対策を日本の港湾に

おいて導入するにあたり、港湾に影響を与える問題点

を整理し、今後の日本港湾の方向性について提案した。 

 
［研究成果］ 
１．サプライチェインセキュリティ対策  

 サプライチェインセキュリティを確保する方策を 

①コンテナの内容物の物理的検査（スキャニング） 

②コンテナの保全性（シール技術）の確保 

③コンテナ輸送環境の保全 

④コンテナの追跡 

⑤貿易文書及び輸出入貨物情報の管理 

の 5項目として、それぞれの考え方を整理し、それら

を組み合わせたサプライチェイン全体での保安対策の

概要（図－１）を示した。 

 

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｲﾝ全体での保安対策のｲﾒｰｼﾞ

輸 出 国

輸 入 国

混載

港湾

海上輸送

貨物検査

①事前貨物情報からのスクリー
ニングを行い、スキャニング対
象コンテナを特定

③各物流施設において
アクセス管理を実施

④コンテナ
の輸送状況
の追跡

④コンテナの輸
送状況の追跡

部外者による開封の防止、開封
などの異常事態の感知

②コンテナシール、スマートコ
ンテナ

工場

倉庫

①コンテナの
Ｘ線検査等

貨物検査

港湾

⑤貿易文書及び輸出入貨物情報の管理（①のスキャニングを補完）

図－１ サプライチェイン全体での保安対策の概要 

 

7



２．米国、EU、ISO、WCO 等における国際輸送分野での

保安対策 

 米国、EU、ISO、WCO 等における国際輸送分野での保

安対策の内容を把握・整理し、体系化した（表－１）。 
 

表－１ 各国・各機関の保安対策の分類 

 

 

また、これらの保安対策の中で、100%スキャニング

法（図－２）を日本の港湾で実施するためには、解決

しなくてはならない多くの問題（大量のコンテナ貨物

の港湾での滞留等）があることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 100%スキャニング法の概要 

 

一方、貿易立国であるシンガポールでは、貿易の中

断による影響が大きいことから、シンガポール政府は，

テロにより貿易が中断した場合を考慮し，トレードリ

カバリープログラム TRP(Trade Recovery Program：

貿易復興計画)を提案し，APEC において検討されてい

る。 

 

３．国際輸送分野での保安対策に関する技術開発動向 

 サプライチェインセキュリティを確保する方法の一

つとして，コンテナの保全性（シール技術）の確保及

びコンテナの追跡があるが、その技術の一つとして、

RFID（Radio Frequency Identification：電波による非

接触型自動認識技術）を活用した以下の技術開発が進

められている。 
①MATTS(Marine Asset Tag Tracking System：海上貨

物追跡タグシステム) 
②EPCglobal 
③ SECCONDD （ Secure Container Data Device 
Standardization：安全コンテナデータ装置）プロジェ

クト 
本研究では、上記技術開発について情報収集・整理

するとともに、これらの技術を保安対策に導入した場

合の課題について整理した。 
その結果、RFID の保安対策への活用が普及しない

主な理由として， 
①サプライチェイン全体での責任の所在とシステムの

管理主体が不明確なこと 
②コスト面から、保安対策のみを目的とした導入は困

難なこと 
が挙げられた。 
 
４．サプライチェインセキュリティ対策が日本港湾に

影響を与える問題点と今後の日本港湾の方向性 

本研究では，サプライチェインセキュリティの動向と日

本の港湾にて対策を実施する場合の問題点について取り

まとめた。 
 その結果を受けて、今後の日本の港湾の方向性としては、 
①100％スキャニングやRFIDを利用した貨物追跡システ

ムの実用化の動向の見極め、および対応策の提案 
②TRP(Trade Recovery Program)の提案 
を行っていくことを提案した。 
また、そのためには解決しなければならない多くの課

題が存在することが分かった。 
 
［成果の発表］ 

 (1)岩瀬美奈子、安部智久、関裕、宮地豊：「海上輸

送を中心としたサプライチェインセキュリティの

動向」、国土技術政策総合研究所資料 第 528 号 

(2) 岩瀬美奈子、和田匡央、箕作幸治、安部智久：

「海上輸送を中心としたサプライチェインセキュ

リティの動向（その２）」、国土技術政策総合研究

所資料（予定） 
 

［成果の活用］ 

本研究の成果は、国、港湾管理者、ターミナル管理

者等に情報提供することにより、サプライチェイン

セキュリティの実施に伴い発生する影響に対処す

るための情報として活用される。 
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中小河川を対象とした多自然川づくりの河道計画・設計手法の開発 
Development of method for river channel planning and design for nature-oriented river works in small 

to medium size rivers 
 

（研究期間 平成 19～21年度） 

 環境研究部 河川環境研究室                    室長                天野 邦彦 
 River Environment Division                        Head               Kunihiko AMANO  
  Environment Department                            主任研究官        大沼 克弘 
                          Senior Researcher   Katsuhiro ONUMA 
                          研究官             遠藤 希実 
                          Researcher          Maremi ENDOH 
 

We have first classified small to medium rivers into several types by topography of river to predict the qualitative 
responses of river channel to river works. For detailed analysis, we have proposed a simple calculation method on 
river bed variation considering the change of vegetation area and its effect on sediment deposition. We also analyzed 
the effect on flood flow caused by river works for several types of catchment. Based on these results, we proposed a 
framework of river channel planning and design considering the change on flood and environment after river 
improvement. 

［研究目的及び経緯］ 

中小河川では、河道形状や流量など河道に関する基本

情報や河道特性に関する技術的知見が少なく、既往の河

道計画検討手法の適用が困難な事例が多く見受けられる。 
このような背景を受け、中小河川の現状を踏まえた簡

便な河道計画・設計手法の枠組みを提案することによっ

て、既往手法を補完し、治水と環境の両立及び維持管理

などを考慮した多自然川づくりに資することを本研究の

目的とした。また、本稿では平成 21 年度の研究成果を

主体に記述するが、中小河川における河川改修の課題を

理解するにあたり、これまでの研究にてとりまとめた河

道改修箇所の重点調査結果について以下に記す。 
河道改修箇所の重点調査（30 河川）は、災害復旧等の

既存資料から改修後に有意な河道変化が報告されている

河川などを対象に、河床材料、植生繁茂、瀬・淵の形成

状況等の河道状況について整理したものである。その結

果、河道への著しい堆積や河床幅の縮小、河床低下また

は洗掘、過度の植生繁茂、植生の消失、河床微地形が単

調であるなどの多様な課題が見受けられた。それらの中

でも代表的な課題が、河道への著しい堆積と過度の植生

繁茂であり、河道拡幅を行った多くの河川で確認された。 

既往の河道計画検討手法では、河道掘削による流下能

力の向上を原則としているが、過度の河道拡幅は植生繁

茂や土砂堆積を招くとともに、植生繁茂に伴い粗度係数

が増加し、流速が減少する。他方で過度な河床掘削は、

水深が深くなることにより流速や掃流力が増加し、洪水

到達時間の短縮や洗掘による河床低下が懸念されるため、

改修後の河床変動や下流域の洪水波形への影響を考慮し

た適切な河道計画の検討が必要である。 

 
［研究内容］ 
１．河道類型に着目した河川環境の検討 

一級水系（69 水系）に流入する中小河川の河道データ

に基づき分類した河道特性の類型区分について、それぞ

れの河川環境の特徴などを整理するとともに、直線区間

における砂州の形成環境について検討した。 

２．河床変動簡易計算法の提案 

河川改修後の河道応答及び安定性を評価するために植

生消長を考慮した河床変動簡易計算法の提案を行い、既

存資料の少ない中小河川への適用性について検討した。 

３．河川改修に起因する洪水伝播変化の評価方法の検討 

 河川改修に伴う流速等の変化が下流域の洪水流量など

に及ぼす影響を評価するため、モデル流域を設定し、合

成合理式による流出量計算及び感度分析を行った。 

４．河道計画・設計案についてのケーススタディ 

これまでの研究成果を基に中小河川における河道計

画・設計手法の枠組みを提案し、災害等にて改修履歴の

ある実河川をモデルとしてケーススタディを行い、その

適用性や課題の抽出を行った。 
 

［研究成果］ 
１．河道類型に着目した河川環境の検討 

河道特性の類型化は、「河床勾配 I」、「川幅水深比B/H」、

「蛇行度 S」を指標に河道を分類したものであり、河床
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勾配ごとにクラスター分析を行い、16 類型に区分してい

る。なお、ここで用いた河道データは、レーザープロフ

ァイラー測量（以下、LP 測量）に基づく横断図から取得

した川幅と水深（河道満杯時の川幅、最大水深）及び最

深河床勾配（前後 500m 区間の平均勾配）、流心線長と

直線距離の比（計算対象は川幅の 10 倍）を整理したも

のであり、地方別に平均化した朔望平均満潮位よりも最

深河床高が低い区間は、感潮区間として別途区分した。 
それらの河道類型について、既往文献等に基づく河川

環境の特徴やモニタリング調査事例等を整理し、河川改

修時の留意点や推定される河道応答についてとりまとめ

た。また、類型化の結果、解析対象となった河川延長の

約 59%が蛇行度S<1.05 の直線的な河道類型に分類され、

既往知見等から川幅水深比が小さい場合は、砂州が形成

されにくい河道区間が多いことが推察された（図 1）。 
砂州の形成は、河川環境にとって重要な要素であるた

め、LP 測量時に撮影した航空写真及び河道データを用い

て砂州の形成環境について検討した。検討は、蛇行度

S<1.05 の直線的な河道区間のうち、感潮区間を除いた範

囲から60断面（1河川当たり1断面）を無作為に抽出し、

航空写真により砂州の形成状況を判読するとともに、当

該断面の川幅水深比を比較することとした。その結果、

河床勾配 I>1/5,000 の河道では、概ね川幅水深比B/H>10
にて交互砂州が形成されやすくなることが示唆された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 クラスター分析に基づく河道類型の分布 
注）図中のポイントは、クラスター分析結果に基づく各類型の中央値である。

また、ポイントサイズは、解析対象とした河川延長に対し、各類型が占める割

合に応じて、以下のとおり設定した。 

 ：0～5%、 ：5～10%、 ：10～15%、 ：15～20%、 ：20～25%  

２．河床変動簡易計算法の提案 

使用した河床変動計算モデルは、準 2 次元等流計算に

基づく河床変動予測に加え、植生遷移に伴う Washload
の堆積や出水による植生域の破壊、洗掘等の微地形変化

を考慮したモデルである。また、洪水履歴や河床変動に

応じた植生タイプ［裸地、先駆的植物（ヨシ群落）、安定

植生（オギ群落）等］を予測し、準 2 次元等流計算時に

設定した任意の分割断面や経過年数ごとの植生繁茂状況

を推定できる。本モデルの計算条件は、流量、河道形状

（縦横断、平面）、河床材料、植生、表層堆積状況（粒径、

堆積厚）、流砂量などであるが、既往知見等を基に計算条

件の簡素化や省略化を行い、モデル河川でのケーススタ

ディを通じて河床変動簡易計算法を提案した。 
３．河川改修に起因する洪水伝播変化の評価方法の検討 

モデル流域は、本川上流域、支川流域、本川下流域に

分割された小流域によって構成されるものとし、支川流

域の洪水伝播速度算定にかかる諸元（粗度係数、径深、

河床勾配）を個別に変化させることにより、河川改修が

モデル流域末端のピーク流量及び時間に与える影響につ

いて評価した。なお、モデル流域は、総流域面積を一定

とし、総流域面積に対する各小流域の流域面積比及び流

路延長を変更させることによって、放射状流域、羽状流

域、樹枝状流域の 3 ケースを設定している。また、流末

ピーク流量は、洪水波形を合成合理式により作成して算

出した値であり、各小流域の洪水伝達時間は、クラーヘ

ン式による流入時間とマニング式による洪水伝播速度及

び流路延長から算出した河道流下時間の合計時間とした。 
以上のような計算条件を基に、各モデル流域の感度分

析を行い、流域形状の違いによる流末ピーク流量や時間

の変化傾向について検討するとともに、合成合理式など

簡易計算手法による洪水伝播変化の評価方法を提案した。 
４．河道計画・設計案のとりまとめ 

ケーススタディをつうじて、本項で主に提案した新た

な河道計画・設計手法の枠組みは、以下のとおりである。 
１）河道類型による河川環境の推定 
河道類型ごとに河川環境の特徴等を整理することによ

り、計画断面の河道形状から河川改修時の留意点や今後

形成される河川環境を推定し、それらを念頭にした河道

計画の検討が可能となった。 
２）河床変動簡易計算法による河道安定性評価 
 植生消長を考慮した河床変動簡易計算法を用いること

により、一次元河床変動計算などの既往簡易計算手法で

は困難だった河道内の堆積・洗掘傾向や植生繁茂状況の

予測が可能となり、より効果的な河道安定性評価を実施

できるようになった。 
３）河川改修に起因する洪水伝播変化の影響検討 
 合成合理式等を用いて、各流域のピーク流量や洪水到

達時間を確認することにより、河川改修に伴う流速等の

変化が下流域の洪水波形に及ぼす影響について検討する

ことができ、より安全な河道計画の立案が可能となった。 
４）維持管理費の検討 
２）の河道内植生や土砂堆積の予測結果を活用するこ

とにより、従来の工事費に基づいた経済比較のみならず、

植生伐採や河道掘削などの維持管理費を含めた検討が容

易となった。 
 
［成果の発表］ 
土木学会等において論文発表を行う予定である。 
 

［成果の活用］ 
 既往河道計画・設計手法を補完する新たな枠組みを提

案することによって、治水と環境の両立及び維持管理な

どを考慮したより効果的な多自然川づくりが期待できる。 
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河川環境を利用した教育等プログラムの高度化に関する研究 
Study on sophistication of river environment education 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
環境研究部河川環境研究室               室長               天野 邦彦 
River Environment Division                 Head                  Kunihiko AMANO 

Environment Department                    主任研究官           原野 崇 

Senior Researcher        Takashi HARANO 
                           研究官               伊藤 嘉奈子 

Researcher            Kanako ITO 
 

In this study, we have conducted surveys to clarify the benefits and challenges of the 
education which uses river as a material. Results suggested that river, as an educational material, can 
stimulate children to have interest on the environment and other affirmative attitudes. Two points are 
important to make such education successful. One is the conformity between school curriculums and 
river education program, and the other is the stepwise program to enhance the interest. 
 
［研究目的及び経緯］ 
より多くの人に川と人とのかかわりを伝えるために、

河川行政では、HP、出前講座、子どもの水辺再発見プ

ロジェクトの推進といった様々な方法で情報発信に努

めてきた。こういった情報発信を有効なものとするた

めには、多くの人の川への関心を喚起するとともに、

具体的行動を促すような情報発信を行う必要がある。 
様々な情報発信手段の中でも特に、学校教育におけ

る河川環境を活用した教育（以後河川教育）の実施は、

興味のある子どもに限らず情報発信ができるため、よ

り多くの人の川に対する関心の喚起に有効である。ま

た、プログラムの工夫次第で、関心、理解、参加する

態度や問題解決力の育成など、一連のプロセスに関わ

る教育内容を組み込めることから、具体的な行動を促

すような情報発信手段としても有効である。 
そこで本研究は、学校教育における河川教育の高度

化に向けた検討を行うことを目的に実施した。 
 
［研究内容］ 

まず、学校教育での河川教育の課題と課題解決の方

向性を整理したところ（１章）、学校での学習内容と整

合したプログラムの提案や、河川教育の効果を明示す

ることが重要であると考えられた。そこで、河川教育

による効果の定量的評価を試み（２章）、学校教育にお

いて活用可能なプログラムを提案する際の基礎資料と

なるよう、留意事項をとりまとめた（３章）。 
１．河川教育に関する課題と解決方策の方向性の整理 

 教育現場へのヒアリング調査と河川教育に関わる既

存資料（河川教育を組み込んだ授業の指導書および河

川整備事業実績報告書）から、河川教育に関する課題

と解決方策の方向性を整理した。ヒアリング調査対象

は、河川教育を推進する小学校 5校の校長あるいは中

心的役割を果たしている教諭、支援団体（保護者や地

域住民）2 者、支援に関わる行政担当者 2 者である。

ヒアリング内容は、河川教育の内容や実施体制、課題、

工夫している点などである。 
課題の整理結果は表 1 の通りであり、プログラム内

容、および実施体制に関する課題が挙げられた。 
更に、課題を踏まえて、ヒアリング結果などから課

題解決のための方向性を整理した（表 2）。プログラム

内容に関しては、学習指導要領における河川教育の位 
表 1 河川教育の課題 

課題の内容

ねらい
教科との関連づけ
など

総合学習：目標や内容が指導要領に明示されていない、時間数の減少
教科学習：既存の指導書を活用する教員も多く、新たに河川教育を取り入
れることが困難な場合もある
ただ体験するだけでは子ども達は学習できない

教員（学校）
校長・周囲の教員の理解がなければ実施は困難である
興味はあるが、位置づけやノウハウがないので実施が困難という場合がある

保護者 保護者の協力が必要である

地域 地域の専門家・NPOなどの協力が必要である

河川管理者
行政など

河川管理者や助成金による支援（人・金・物）は減少傾向にある
河川管理者などの河川教育への認識の共有が不足している部分もある

安全確保
綿密な事前調査とコース設定、その際に助言する専門家が必要である
実施時の安全確保のための人員、ライフジャケットやスローロープなどの資
機材が必要である

他機関との調整
協議対象機関が多く調整が面倒、支援主体も多くわかりにくい
情報収集や調査のとっかかりがわかりにくい

河川教育の課題の項目

実施
体制

プログラム
内容

協力者

 
表 2 課題解決のための方向性 

課題解決のための方向性

ねらい
教科との関連づけ
など

総合学習について学習目標を明確にする必要がある
学習目標と学習内容の整合を図る必要がある
体験を学習にまで発展させるプログラムが必要である
河川管理者にとっても意義あるプログラムが必要である

教員（学校）
校長の理解、先生の理念・方針の共有を得る必要がある
位置づけがあり、ノウハウがわかれば実施しやすい

保護者
保護者への協力呼びかけや広報により理解・協力を得る
子どもの様子を見たり話を聞くことで活動の効果を体感することから、
そういった場の提供に努める

地域
専門家の協力が効果的なプログラムの作成に有効である
関係機関を繋ぐコーディネーターも重要である

河川管理者
行政など

河川管理者の支援への理解促進が必要である（効果の明示など）
県・市・水辺サポートセンターなどによる支援（人・資機材・助成金）もある

安全確保
安全管理上、川の専門家と実施時のある程度の人員（保護者、地域住民な
ど）が必要である

他機関との調整
市民団体が関係団体との仲介を行っている事例もある
他校や他機関との連携による資料蓄積が重要になる

河川教育の課題の項目

プログラム
内容

実施
体制

協力者
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置づけや学習目標の明確化、学習目標と学習内容の整

合、河川管理者にとっての意義付けの明確化といった

効果的なプログラムの提案が課題解決に有効であると

考えられる。また、実施体制のうち、特に教員の理解

不足や河川管理者の認識不足といった課題に対しては、

河川教育の位置づけを明確にするとともに、河川教育

の有効性（効果）を明示することが課題解決の一助に

なると考えられる。 
２．河川教育の効果の評価 

 河川教育への教員の理解を促し、河川管理者の認識

不足を解決するためには、河川教育の有効性を示すこ

とも重要であることから、アンケート調査を行い、河

川教育の効果の定量的評価を試みた。アンケート調査

は、同一町内で隣接して立地する小学校 3校（河川教

育を実施している小学校 2校と実施していない小学校

1 校）から、同一の中学校に進学した 1 年生 172 名を

対象に 2008 年 11 月 10 日～21 日に実施した。調査項

目は、河川教育の経験頻度と、河川教育によって得ら

れると考えられる効果に関する項目（川のゴミを自分

から拾っているか等、教育現場へのヒアリング調査を

参考に項目を設定）であり、回答は 4件法（「何度もあ

る・時々ある・あまりない・ない」など）とした。 
そして効果の有無を確認するために、河川教育の経

験頻度と河川教育の効果に関する回答結果についてク

ロス集計を行った（フィッシャーの正確確率検定、有

意水準 5％、図 1に結果を一部例示）。なお、河川体験

学習の経験が「ない」はサンプル数が４件であるため、

傾向の考察は困難と判断し、考察から除外した。 

国交省職員と話したことがあるなど河川教育による

直接的経験を含む指標や、河川教育の経験頻度により

増加が想定される指標（“川での学習を親に話したこと

がある”）で有意な効果が把握できた。さらに、川の音

は気持ちいいと感じるといった感性や、わからないこ

とを自ら進んで調べたことがあるといった調べ物に対

する技能の向上についても有意な効果が把握できた。 

３．河川教育プログラム作成の際の留意事項 

 教育現場へのヒアリング調査結果を踏まえて、河川

教育プログラムの作成に際しての留意事項を大きく 2
点に分けてとりまとめた。この 2 点は、教育現場にお

いて容易に活用できることと、河川管理者にとっても

意義のあるプログラムとすることである。教育現場に

おいて容易に活用できるようにするためには、指導書

の一部に位置づけられるようなプログラムの作成が必

要である。具体的には、学習指導要領における位置づ

け、学習指導要領のねらい、小単元の中での位置づけ、

プログラムのねらい、活動時間や場所、学習の進め方

や、準備・スタッフ・資料などの項目を満たしたプロ 

 
※上図左側が有意水準 5％を満たす、右側は満たさないものの図から傾向は読み取れる 

図 1 プログラムへの参加頻度と効果の集計結果（抜粋） 

 表 3 情報発信の段階 
Ｎｏ． 段階 内容

① 関心を喚起する
生物、歴史や文化、川の心地よさ、川まちづくり、防災など、多岐に渡る分野について、よ
り多くの人が興味を持つような形で情報提供を行うことで、河川に対する関心を喚起する

② 理解の深化を促す

人と川のかかわりについての総合的な理解や認識に繋がるような情報を提供する。内容
としては、治水の歴史や必要性、個人の防災対策（平常時、緊急時）、環境（生物、川の
環境、課題）、水循環などが挙げられ、治水・利水・環境に関わる各分野の事実や現状の
偏りのない情報発信や共有により、理解の深化を促す

③
参加する態度や問題解
決能力を刺激・育成する

地域の中で、実践活動の場や機会が多様な形で存在し、これらがより多くの住民に開か
れている必要がある。具体的な行動のための参加機会や問題解決活動の場が提供され
ることが、参加する態度や問題解決能力の刺激・育成に役立つ  

※「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本方針」を参考に作成 

グラムを提案する必要がある。また、河川管理者によ

る情報発信は、より多くの人の河川に対する関心を喚

起し、具体的な行動を促すことが目的であることから、

プログラムもこの目的に添ったものである必要がある。

情報発信には、①関心を喚起する、②理解の深化を促

す、③参加する態度や問題解決能力を刺激・育成する、

という各段階が考えられ（表 3）、どの段階を目指すも

のかを位置づける必要がある。 
 
［研究成果］ 

本研究では、河川教育の課題と解決方策の方向性を

整理し、河川教育プログラムの効果の定量化を行うと

ともに、プログラム作成の際の留意事項を提示した。 

 

［成果の発表］ 
伊藤ほか：学校教育における河川体験学習の効果の定

量的把握、土木学会第 64 回年次学術講演会講演概要集

第 64 巻Ⅶ部門，pp189-190，2009 

 

［成果の活用］ 

 河川行政の情報発信ツールの 1 つである小学校での

河川教育の実施に際して、プログラムの作成、実施の

際の基礎資料として活用されるものである。 
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ダム建設及びダムの環境影響評価に関する国際的動向の変化要因の解明に関する研究 

Research on Elucidation of Changing Factors of International Trends on Dam Construction and its Environmental Impact 
Assessment 

（研究期間 平成21年度～） 

環境研究部 河川環境研究室      室   長    天野 邦彦 
                                      主任研究官    池田 鉄哉 
［研究目的及び経緯］ 

 1990年以降、わが国だけでなく世界的にダム建設による環境や社会への影響が問題視されるようになり、これに対し

て各国では環境影響評価や影響緩和策の導入など制度面・技術面での対策が取られてきた。そのような状況を踏まえ、

近年一部の海外諸国ではダム建設やそれに対する環境影響評価などの施策について見直しが行われ、また世界銀行では

環境・社会両面での対策を十分に考慮しつつ事業を支援するといった新しい水資源開発戦略が策定された。 

このようなダム建設及びそれに対する環境影響評価制度に関しては、その国際的な動向を調査・把握し、わが国にお

ける今後の施策に的確に反映していく必要がある。そのため、本研究ではダム建設及びそれに対する環境影響評価制度

に関する諸外国の動向について調査を行い、わが国における施策との相違点などの比較検討を行うことによって、今後

の施策への反映のあり方について検討を行った。 

 

汽水域環境の保全・再生に関する研究 
Research on conservation and restoration of estuary environments 

（研究期間 平成21～23年度） 

 環境研究部 河川環境研究室              室  長  天野 邦彦 
         主任研究官  大沼 克弘 
                                        研 究 官   遠藤 希実 
 
［研究目的及び経緯］ 

 本研究は、河川と海の影響により複雑な物理・生物・化学環境を形成する汽水域について、全国的なデータを基に汽

水域の類型化や物理・生物・化学環境の相関分析を行うとともに、類型ごとにインパクトレスポンスについてまとめる

ことにより、治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理についての提言を目指すものである。 

 平成21年度は、全国の一級水系を対象に物理・化学・生物に関する調査データを収集・整理し、汽水域環境の基盤情

報としてGISデータベースを作成した。さらに河床勾配や潮汐などの基盤情報を用いて大スケールでの類型化を行うと

ともに、河道内の干潟形状などに着目した小スケールによる類型化を行った。また、一級水系の河口域を中心に改修実

績を整理し、これらに対する環境のレスポンスに関する事例整理を行った。 

 

伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発 
Development of Environment Impact Assessment Technique for Eco-Compatible River-Basin Management in and surrounding 
areas of Ise Bay 

（研究期間 平成18～22年度） 

 環境研究部 河川環境研究室               室   長 天野 邦彦 
                                       研 究 官 望月 貴文 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、流域圏における各種生態系サービスの評価手法、修復技術の開発を行い、人間活動レベルの確保と環境保

全を両立するためのシナリオを提示し、流域圏再生に向けた戦略的アセスメント技術体系を開発することを目的とする

ものであり、名古屋大学や関係する研究機関等と連携して研究を進めている。その中で、本研究室は現在に至るまでの

伊勢湾流域圏における生態系サービスの劣化の構図を社会経済状況の変遷と関連づけて明らかにし、その成果を流域圏

再生実現の戦略構築のための基本情報とし、流域～河川～海域における統合的・包括的施策シナリオを作成し、生態系

サービスの回復の全体および局所効果を評価する。 

平成21年度は、将来シナリオの代替案を作成し、総合環境評価モデルにより、代表的施策群パッケージの効果を算定

し、各施策・修復技術における生態系サービス回復の全体および局所効果を把握した。また、施策代替案実行に係る金

銭的費用およびCO2排出量算定のための計算方法や原単位を整理し、伊勢湾流域圏に各施策代替案を適用した際の金銭

的費用およびCO2排出量を算定した。 
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諸外国の河川事業における環境変化の定量的把握と便益評価の手法に関する調査 

Research on Quantitative Investigation of Environmental Change and Benefit Evaluation Methods on River Works in the 
Foreign Countries  

（研究期間 平成21年度～） 

環境研究部 河川環境研究室       室   長   天野 邦彦 
                                       主任研究官   池田 鉄哉 
［研究目的及び経緯］ 

これまでわが国の河川事業による整備効果に関しては、「治水経済調査マニュアル」などを用いて治水面や環境面など

の便益が算出されてきたが、昨今、河川事業の実施による効果及び影響に対する説明責任が今まで以上に問われるよう

になってきた。一方で昨今、米国などの諸外国においては各種事業が実施される場合の環境への効用や便益評価に関す

る調査・検討が進められつつあり、わが国においてもそれらの動向を的確に把握し、適宜、関連制度に反映していくこ

とが求められている。 

本調査では、諸外国における事業の実施による環境変化を定量的に把握する手法とその具体的な適用方策について調

査を行うとともに、そのような環境変化に対する経済的評価手法について調査を行った。そして、それらの手法につい

て今後わが国の施策・制度に適用する場合の前提条件や留意点、課題等について検討を行った。 

 

自然・社会環境の変化に対応した河川管理システムの構築 
The construction of the administration system of the river corresponding to natural and social environmental changes 

（研究期間 平成21～22年度） 

 環境研究部 河川環境研究室               室    長       天野 邦彦 
                                       研 究 官       望月 貴文 
［研究目的及び経緯］ 

地球温暖化による気温上昇や降水パターンの変化といった気候変動によって、水災害リスクの増大や水環境の変化等

の影響が予測されており、適応策の立案と実施が喫緊の課題となっている。河川環境分野においては、気候変動によっ

て水量・水温・水質・物質循環等が変化すると共に、河川生態系にも少なからず影響を及ぼすことが予測される。しか

し、気候変動が河川環境に与える影響についての科学的解明に向けた調査・研究は十分に行われておらず、適応策の検

討には至っていないのが実情である。 

 平成21年度は、気候変動が河川環境に与える影響評価に関する調査として、過去の実測データ（流量・水質の実測デ

ータ、河川水辺の国勢調査）を整理し、全国109水系の河川から、流況・水質・生物の計測地点がある範囲内にある地

点（30河川）を抽出した。それらの河川において、水温・流況・水質の経年変化のトレンドおよび項目間の相関を分析

した。また、全国の水質観測所における水温の分布と、生物の生息が確認された地点の水質観測所における水温の分布

を重ね合わせ、水温に対する各対象種の選好性を把握した。その結果、気候変動に伴う水温上昇を仮定した場合、特に

生息領域が限られている西日本において、冷水性の魚種は、生息領域が減少する恐れがあることが示唆された。 

 

河川環境及び生態系を考慮した河道応答予測手法に関する検討 
Research on river channel response prediction technique in consideration of river environment and ecosystem 

 

（研究期間 平成19年度～） 

 環境研究部 河川環境研究室              室  長  天野 邦彦 
                                       研 究 官        望月 貴文 
［研究目的及び経緯］ 

 河川環境を保全する具体的な手段を策定するにあたっては、河川の健全な生態系が成り立っている仕組みを解明し、河川生

態工学的に合理的な検討ができる知見を蓄積する必要がある。中でも、河口域は、水・物質が通過するだけでなく、蓄積する

性質を併せ持ち、汽水的環境をなすこととあいまって、環境形成のシステムが複雑であり、従来の河川生態工学的調査・分析

は十分とは言えない。そこで本調査では、岩木川の河口域にある十三湖を中心に、流れと土砂および物質の動態がどのように

生物生息場の形成および生態系とつながっているかを明らかにすることを主目的とし、河川生態学術研究会岩木川グループに

参画している他の研究者と連携しつつ、調査を行っている。 
岩木川では、十三湖において、底質調査、水質調査、セディメントトラップ調査等の現地調査を行った。その結果より、十三湖内

での材料分布や、土砂・物質の河川からの供給や湖内での巻き上がり等の動態の特徴と、夏季・冬季の性質の違いを把握した。 
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細粒土砂が河川環境に与える影響に着目した水系環境の評価と対応に関する研究 
Study on evaluation and the correspondence of the water environment in consideration of the fine sediment influence on 
river environment 
 

（研究期間 平成21～22年度） 

 環境研究部 河川環境研究室              室   長    天野 邦彦 
                           主任研究官    原野 崇 
                                      研 究 官    遠藤 希実 
                                      研 究 官    伊藤 嘉奈子 
［研究目的及び経緯］ 

 本研究は、河床材料特性（特に細粒土砂）が、河床に生息する生物に与える影響について評価することを目的として、

ダムによる影響により河床材料特性が変化している場所を対象に現状把握、緩和策の提案を行う。 

 ダムが下流の河川環境に与える影響として、ダム設置による土地の直接的改変、ダム貯留による貯水池や河川の水質

や水温の変化、ダムの洪水調節による流況の変化、河川への土砂供給の変化など多岐に渡るが、その複合的な影響を受

けた河床材料（特に細粒土砂）の変化は底生生物や河川植生に大きな影響を及ぼし、河道の植生や生態系に様々な変化

をもたらすと考えられる。 

 平成21年度は、ダム周辺の物理・生物諸データから、ダムが河川に与える影響と反応（インパクト・レスポンス）を

分析し、河川環境に対するダムの影響評価及び対応の考え方を検討・提案することを目指し、全国の直轄管理ダムの上

下流における河床材料調査、底生生物調査の結果と周辺の物理データを分析し、ダム周辺の河川特性と影響度について

の解析を行った。 

 

河川砂防技術基準改定検討業務（調査） 

Research for revision Technical Criteria for River Works (Practical Guide for Researching) 
 

（研究期間 平成21年度～） 

 環境研究部 河川環境研究室              室    長     天野 邦彦 
                           主任研究官      原野 崇 
［研究目的及び経緯］ 

 河川行政を的確かつ効率的に行うため、「建設省河川砂防技術基準(案)調査編」(平成９年改定)をはじめとする各種調

査マニュアル等、河川環境調査や水質調査に関する技術的な基準や調査手法の改善、標準化等に関する研究を行ってい

る。近年の関係法令の改正や技術的知見の蓄積、自然環境や社会情勢の変化により、現状を踏まえた新たな技術的検討

が必要になってきており、各調査現場においても、新しい参考図書や独自の調査マニュアルを使うなど、現場に則した

対応を行っている事例も見られる。このような状況を踏まえ平成21年度は、河川管理者へのアンケートやヒアリング等

を通じて、河川環境調査及び水質調査の実態や課題について調査・整理した。また、欧米先進国等において実施されて

いる河川環境調査及び水質調査について、目的や制度的枠組（根拠法令等）、並びに技術資料について調査した。 
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水系流量・土砂管理再生方策 
Study on restoration of stream flow and gravel control on river basin 

（研究期間 平成21～22年度） 

 環境研究部 河川環境研究室              室    長    天野 邦彦 
                           主任研究官    原野 崇 
                                      研 究 官    遠藤 希実 
                                      研 究 官    伊藤 嘉奈子 
［研究目的及び経緯］ 
 ダムによる河川流量の安定化（攪乱の減少）や土砂供給の変化は、下流の河川環境に影響する場合がある。影響が顕

著な場合、その緩和策としてフラッシュ放流やダム貯水池堆積土砂の下流への置き土といった土砂還元が各地で試行さ

れているが、そもそもの影響発現機構や、対策に関する系統立った評価には至っていない。 
 本研究は、河床の土砂環境に注目し、影響発現の実態と、それに与えるダムや河川特性の影響を整理することで、ダ

ムによる下流河川環境への影響について、評価を行うことを目的としている。 
 平成 21 年度は、検討ツールとして、ダムの流域情報や水文情報および周辺河道情報を集約したダム周辺河川環境 GIS
データベースを構築した。また、これらデータを利用してダムおよび流域の特性と生物環境の関係を分析し、ダムが河

川環境に及ぼす影響の強弱についての検討を行った。 
 

汽水域（河口）及び湿地の河道特性把握のための基本情報収集 
Information collection to understand the characteristics of riverine estuaries and marshes 

（研究期間 平成21年度～） 

 環境研究部 河川環境研究室              室  長  天野 邦彦 
         主任研究官  大沼 克弘 
                                         研 究 官   遠藤 希実 
 
［研究目的及び経緯］ 

 本研究は、良好な生物生息環境を有する汽水域（河口）及び河川周辺の湿地について、既往調査を中心とした物理・

生物環境に関する基本情報を収集するとともに、その環境形成要因を把握するための現状評価や物理・生物環境の相関

分析等を行うものである。 

 平成21年度は、筑後川等13水系の汽水域を対象に河床材料や横断形状などの物理環境情報を基にした干潟の形成要

因の分析を行うとともに、同時期に調査された生物・化学環境情報を用いてそれら環境因子間の相互関係分析を行った。

さらに、豊川の河川汽水域を対象に塩分濃度の変動について数値解析モデルにより非定常解析を行い、海水の滞留時間

が汽水域地形、潮汐規模、河川流量により受ける影響を整理した。また、小貝川など 3 水系を対象にリモートセンシン

グデータ等を用いて河川周辺の湿地を抽出し、現状における湿地基盤情報を GIS にてまとめるとともに、既存の航空写

真や迅速図、生物調査結果から湿地の土地特性履歴及び生物環境情報について整理し、それらを用いて湿地の類型化や

物理環境と出現生物種や生物種数について相関分析を行った。 
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河川生態学術研究  

River Ecology Research  
（研究期間 平成21年度～） 

 環境研究部 河川環境研究室      室   長    天野 邦彦 
                                      主任研究官    池田 鉄哉 
［研究目的及び経緯］ 

 近年、河川が本来有する自然環境の役割を活かした河川管理を進めようとの機運が高まってきている。また、一方で

多くの生態学研究者によって河川の構造・機能と生態系との関連性について研究が進められてきた。このような状況の

中で、河川工学と生態学の研究者が協働して河川生態に焦点を当てた河川生態学術研究が行われてきた。 

 河川生態学術研究は、全国の代表的な6河川について実施され、これまで多くの研究成果が得られてきた。また多自然

川づくりや自然再生事業の実施に際して河川生態に係る多くの調査・検討成果が得られている。このような豊富な研究成

果を収集・整理することにより、高水敷掘削や低水路拡幅といった河川事業の実施（インパクト）による生態系への影響

（レスポンス）についてインパクト・レスポンスモデルを作成し、他の河川事業の実施例を活用したモデルの検証を行っ

た。ここで作成されたモデルを一般化させることで、河川事業の実施による生態系への影響をあらかじめ予測し、目指す

べき環境目標を達成するためにモニタリングを行いつつ河川事業を進めるといった順応的河川管理方策の検討を行った。 

 

水災害被害軽減のための最適な対策技術手法に関する調査検討 

Research on Best Implementation Technological Methods to Reduce Water-related Disasters  
（研究期間 平成21年度～） 

 環境研究部 河川環境研究室      室   長    天野 邦彦 
                                      主任研究官    池田 鉄哉 
［研究目的及び経緯］ 

 これまでわが国では甚大な水災害被害を軽減すべく、技術の研鑽・向上に努めつつ、ハード・ソフトの両面について

対策が推進されてきたが、これらの技術や施策、制度等についてはそれが立案・実施された時代背景や社会経済状況と

の関連性について十分な分析が行われていなかった。今後わが国では低成長時代を迎え、また地球温暖化などの変化が

予想されていることから、これまで培われた技術や施策による効果・課題などを分析し、今後の変化に対応した施策を

講じていく必要がある。 

 ここではこれまでの河川事業に係る技術や施策の変遷を整理するとともに、人口やGDP、国民意識などそれぞれの時

代背景における社会経済的な要因を整理した。またこれまでに実施された国内外の代表的な河川事業に関して、事業の

企画・立案やその実施・展開などに当たっての影響因子を抽出、それが施策に及ぼした影響の程度などについて調査・

分析を行い、今後予想される変化に適用可能な河川・流域環境管理方策に係る検討の枠組みを取りまとめた。 

17



太田川干潟安定に関する調査 
Research on tidal land stability in the Otagawa River 

（研究期間 平成19年度～） 

 環境研究部 河川環境研究室              室    長 天野 邦彦 
         主任研究官 大沼 克弘 
                                        研 究 官 望月 貴文 
［研究目的及び経緯］ 

 本研究は、太田川放水路の河口干潟の安定メカニズムや塩生植物等の生育・生息環境を把握することにより、緊急河

川敷道路整備等の事業が河口干潟に及ぼす影響や生物への影響把握及びそのミティゲーションの検討に資することを目

的としている。 

 平成21年度は、出水時及び平常時の潮汐における地形や河床材料の変化の実態把握やそのメカニズム解明のために、

河床変動調査、河床材料調査（干潟部、斜面部）、干潟上の流向・流速・濁度の連続計測、浮遊砂観測、室内実験と現地

における干潟材料の耐侵食力調査等を行った。その代表的な成果を以下に示す。(1)干潟上に人為的な盛り土、切り土を

造成し、潮汐に伴うそれらの形状の変化を計測した結果、2週間程度で元の地盤勾配に戻る地点と、造成後と形状がほ

とんど変わらない地点の違いが明確に見られ、安定機構は地点により違いがあることが示唆された。 (2)水路実験によ

る干潟材料の耐侵食力調査の結果、流速を大きくし、全体的に表層材料の剥離が発生しても、生物の巣穴周辺は侵食さ

れずに残っていたこと、TOC含有率の高い地点で表層材料の移動開始流速が比較的大きくなる傾向があったことから、

生物の巣穴や有機物の堆積などの生物化学的要因が耐侵食力に大きく寄与していると考えられた。 

 

河道の維持管理に関する調査 
Research on effective and efficient river management  

（研究期間 平成19年度～） 

 環境研究部 河川環境研究室              室    長 天野 邦彦 
                 主任研究官 大沼 克弘 
 河川研究部 河川研究室                           研 究 官 武内 慶了 
［研究目的及び経緯］ 

 本研究は、治水と環境保全が両立した適切かつ効果的な河道管理のために、河道管理の基本的考え方、課題の抽出、

要因分析、対策の検討、対策後のモニタリング等について、具体的な事例も用いながら整理・解説した手引きの作成等

を行うものである。 

 平成21年度は、治水・環境を総合的に勘案した適切な河道の維持・管理、河道管理に関する知の蓄積・共有化に資す

る河道管理の手引きを作成した。具体的には、河道管理の基本的な考え方を示し、河道管理の道筋を類型ごとに示すと

ともに、九州地整管内の河川における具体的な事例を挙げながら、個々の問題に気づくための方法、河道の状態やその

トレンドの把握・予測・評価方法、対策の実施の判断、対策の検討方法やモニタリング方法等について整理した。さら

には、河道の掘削や堰改築等のインパクトに対する河道応答、災害事例等からの教訓等についてまとめるとともに、個々

の記述の相互のリンクを意識的に記述し、ニーズや問題意識等の相違から読み始めるところは異なってもリンクすると

ころを読み進めるうちに河道管理に関する理解を深めることができるよう、知の蓄積・共有化がしやすいよう配慮した

構成とした。 
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川内川河道整備に関する調査 
Research on effective and efficient river management in the Sendaigawa River   

（研究期間 平成20年度～） 

 環境研究部 河川環境研究室              室    長        天野 邦彦 
         主任研究官        大沼 克弘 
 河川研究部 河川研究室                            研 究 官        武内 慶了 
 
［研究目的及び経緯］ 

 本研究は、河川激甚災害対策特別緊急事業として大規模な河道掘削が行われる川内川を対象として、植生による細粒

土砂の堆積や河岸の侵食等の掘削後の河道の変化をあらかじめ想定し、河川環境や河道維持を考慮した河道掘削や維持

管理計画等を立案するための調査、検討を行うものである。 

 平成21年度は、浮遊砂濃度の移流拡散に関する改良やモニタリング調査結果を踏まえたパラメータの見直し等植生消

長も考慮した２次元河床変動解析モデルの改良を行った。さらに、改良したモデルを用いて、激特河道やそれよりもさ

らに掘削敷高を下げた掘削案等について将来予測計算を行い、それらの案について河積の縮小や深掘れの進行等の治水

面の変化や植生面積や自然河岸延長等環境面の変化について整理を行うとともに、その整理を踏まえた重点的、効果的

なモニタリング方法等河道の維持管理に関する検討を行った。 
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住民参加によるヒートアイランド現象対策の検討 
Measures against Heat Island Phenomenon working All Together 

（研究期間 平成１９～２１年度） 

 

環境研究部                       室 長   曽根 真理 
Environment Department                   Head       Shinri SONE 
道路環境研究室                     主任研究官 井上 隆司 
Road Environment Division                 Senior Researcher Ryuji INOUE 

   研究官    山本 裕一郎 
                                                        Researcher  Yuichiro YAMAMOTO 
 

This study has two purposes. One is to extract counter measures against UHI (urban heat island) 
based on the communication between residents, business and the local governments. The other is to 
carry out the extracted measures, and to clarify a result. We extracted the counter measures against 
UHI which residents, business and the local governments in city of Osaka and city of Kita-Kyusyu 
hoped, and measured the temperature of the object district and the anthropogenic heat emission by 
human activities.  
 
［研究目的及び経緯］ 
 ヒートアイランド現象は、平成15年度に環境省が「都市

大気の熱汚染」として位置づけるとともに、平成 18 年 4

月に取りまとめられた第3次環境基本計画において都市に

おける大気環境問題の一つとして位置づけるなど、公害問

題として認知されている。また、国土交通省環境行動計画

（平成16年6月策定）においては、ヒートアイランド現象

については、原因者が多岐にわたり、因果関係が複雑に絡

み合っているため、個別課題への対応のみでは克服が困難

であり、より幅広い連携により地域や社会全体として取り

組んでいくことが必要であるとしている。 

 このような背景を踏まえ、本検討では、市民・事業者、

行政が相互に協力しなければ解決することが困難であるヒ

ートアイランド対策を題材に、対話を通じて市民・事業者、

行政が望むヒートアイランド対策を抽出し、地区全体での

取り組みを促すとともに、取り組みの効果を明らかにして、

広く社会に普及させていく方策を実証的にとりまとめるこ

とを目指している。 

 本検討にあたっては、具体の対策実施に対して参加・協

力を表明する市民・事業者、行政等の存在が不可避である

ため、平成19年度は様々な主体との対話を通じて、調査対

象地域（北九州市・大阪市の中心市街地エリア）や参加・

協力主体の選定、参加・協力主体の取り組み意欲が高く実

行可能な対策施策の検討、対策前の状況を客観的に把握す

るための事前計測を実施した。平成20年度は、調査対象地

域において市民・事業者との対話を通じて対策の実施に至

った対象施設（北九州市（業務ビルの屋上緑化）・大阪市（集

合住宅屋根への高反射性塗料の導入））について、室内等の

気温、消費電力等の事後計測を実施し、当該対策の効果を

明らかにした。また、計測結果を市民や関係者に提示して、

対策効果の受け止め方や今後の取り組み対する意識調査を

実施した。 

［研究内容］ 

平成21年度は前年度に続き、一部未測定の事後計測、新

規に実施された対策（北九州市（大規模商業施設の屋上緑

化、業務ビルの南側窓ガラスの遮熱化・断熱化）の事前事

後計測を実施し、取り組みの効果を明らかにするとともに、

計測結果に対して市民・事業者等の意識調査を実施した。 

また、今後のヒートアイランド現象対策の推進を目的に、

市民の環境配慮行動を促し、社会全体に波及させていくた

めにはどのような視点に留意して協力要請することが効果

的であるかについて、人々の行動規定要因等に着目した方

法論を検討した。図－１に調査のフローを示す。 

 調査対象地域の住民・企業が望むヒート

アイランド対策施策の抽出 
（意識調査等の実施と対策施策の抽出）

調査対象地区における気温、人工排熱量

等の実態調査 
（事前調査と調査結果の解析） 

３ヵ年の対策実施計画の作成支援 

取り組み促進のための広報の展開 

取り組み実施による効果測定 
 ○取り組み時の両調査対象地区の気温、人工排熱量等の実態調査 
 ○意識調査による住民・企業の意識変化の把握 

平
成
１
９
年
度

平
成
２
０
年
度

住民・企業による取り組みの実施（各住民・企業による） 

対策前データの取得 

 
 
 
 

 

図－１ 調査フロー 

［研究成果］ 

北九州市小倉地区の大規模商業施設では、平成 20 年

度下期に屋上緑化の取り組みが実施された。対策面積は

屋上全面積約 4,700㎡（設備・屋上テナントを含む）に

対して約 1,250㎡である。（図－２） 

平
成
２
１
年
度 

取り組み実施による効果測定 
 ○新規対策の効果の把握、データの蓄積 
 ○意識調査による住民・企業の意識変化、継続意向の把握 

取り組み内容と効果のとりまとめ 
（効果的なヒートアイランド現象対策へ向けた住民参加手法の検討） 
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対策前          対策後 

図－２ 屋上緑化対策前後の状況 
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図－３ 空調使用量とダクト内温度（真夏日） 

 

屋上緑化の効果の評価指標として、真夏日の空調使用

量がある。屋上緑化の完成後、空調使用量（空調面積約

3,500 ㎡）は対策前に比べて約半分に減少しており（図

－３）、電力料金に換算すると一日あたり約 3.6 万円の

節約に相当すると試算された。屋上緑化により、階下に

伝わる熱量が軽減され、屋根裏温度の上昇の抑制により、

空調の使用効率が高まっているためと考えられる。また、

冬期（最高気温 10～15℃の日）においても、屋上緑化後

は室内温度が保たれている中で空調使用量は減少して

おり、電力料金に換算すると一日あたり 7千円の節約に

相当すると試算された。屋上緑化によって屋根部の断熱

性が高められ、外気の室内への影響が低減されたためで

あると考えられる。 

屋上利用者へのヒアリング調査からは、多くの人が

「涼しさ」を実感しており、再来訪の意向も高いことか

ら、集客効果や企業のイメージの向上も期待できること

が把握された。 

同じく北九州市小倉地区の業務ビルでは、平成 19 年

度実施の屋上緑化に続き、今年度は執務室の南側窓ガラ

スへのフィルム貼り付けによる遮熱化・断熱化が実施さ

れた。 

遮熱化・断熱化により、夏期の窓周辺部の表面温度の

上昇は 4～6℃抑制されており（図－４）、真夏日におけ

る執務室の空調等の電力使用量は一日あたり 150円（対

策前2,041円／日→対策後1,885円／日、空調面積約140

㎡）の節約と計測された。 

 未対策箇所 対策箇所 

9

時

 

  

 

 

13

時

 

  

 

 
図－４ 遮熱・断熱化箇所周辺の表面温度 

 

北九州市と大阪市における3年間の取り組みの経緯を

整理し、市民・事業者への協力要請を図り、効果的な合

意形成を図るまでのプロセスについて検討を行った結

果、今回実施に至ったヒートアイランド現象対策のよう

に地域や参加主体を特定して具体の取り組みを実施す

るいわば地域プロジェクトを成功させるためには、プロ

ジェクト対象フィールドとなる地域をとりまく関係主

体の想いを反映した体制づくりが重要であることが整

理された（図－５）。 

ヒ ート アイ ラ ンド 対策に関する施策の発意 

地域プロジェ ク ト と し ての枠組みの検討 

地域や参加主体を限定した中での社会一体型施策の試行 

対象フ ィ ールド の絞込みと 選定 

対策メ ニュ ーを 見つけ出すための各種調査 

地域特性の把握、環境関連施策の照査、地域ニーズの把握 

地域プロジェ ク ト の推進に向け、 地域の思いを把握 

地域プロジェクトを成功に導くために何が必要か 

地域プロジェ ク ト の推進に向けた連携体制の構築 

地域の個々のニーズを把握するキーパーソ ン(代弁者)の発掘 

対策の実施 

取り 組みの継続に向けた支援体制の構築 

継続的取り 組みの実施 
 

図－５ 合意形成プロセスの整理結果 

 

［成果の発表・活用］ 

これまでの経緯、計測結果、関係者への意識調査を踏

まえて市民・事業者等への協力要請手法をとりまとめ、

資料として情報発信する予定である。 

9時からの温度差

＋10.9℃ 

窓額縁 

9時からの温度差 

＋4.6℃ 

窓額縁 

差;-6.3℃ 
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社会資本のライフサイクルをとおした環境評価技術の開発 
Development of Life Cycle Assessment method on infrastructure 

（研究期間 平成20～22年度） 

 環境研究部        部   長   岸田 弘之 
環境研究部 河川環境研究室      室   長   天野 邦彦 
環境研究部 道路環境研究室      室   長   曽根 真理 

 環境研究部 緑化生態研究室      室   長   松江 正彦 
 
［研究目的及び経緯］ 

本研究では、地球温暖化・循環型社会などの持続可能性を評価するためのツールとして位置付けられている、ライフ・

サイクル・アセスメント（LCA）を社会資本整備へ導入することを目的に、社会資本整備に適した建設資材ごとの環境

負荷量原単位を整理した環境負荷原単位一覧表を作成するとともに、社会資本の構想段階やアセスメント段階等などの

各段階の特性に応じた LCA の結果が簡単に求められる計算手法の開発を行う。 
 今年度は、社会資本の主要資材であるセメント、コンクリート、鉄鋼や舗装材料などを対象に、産業連関法と積み上

げ法を組み合わせた手法を用いて、日本の建設資材等の平均的な環境負荷原単位をまとめた環境負荷原単位一覧表の素

案を作成した。また、社会資本分野への LCA の導入に向けて、社会資本の観点から LCA 理論を検討するとともに、グ

リーン調達や入札制度等の既存の制度への LCA の活用の考え方を整理した。 
 

道路事業からの二酸化炭素排出量推計・評価手法の検討 
Study on estimate method of carbon-dioxide emission from road transport section 

（研究期間 平成21～23年度） 

環境研究部 道路環境研究室      室   長 曽根 真理 
         主任研究官 土肥  学 
         研 究 官 瀧本 真理 

 
［研究目的及び経緯］ 

京都議定書における温室効果ガス削減目標の達成に向けて、道路交通部門からの温室効果ガス（特に CO2）の排出抑

制に向けた研究が国際的にも進められている。OECD/ITF 共同交通研究センター（JTRC）では、交通部門からの温室

効果ガス排出抑制施策に関する研究が実施されてきた。 
本研究では、日本における道路交通部門からの CO2 排出量算出手法の構築及び効果的な排出量削減方策の検討に資

することを目的に、JTRC の研究成果の１つである“道路交通部門からの CO2 排出過程モデル”の日本の道路交通への

適用性を検討した。全国・都道府県別及び旅客・貨物別に CO2 排出量を算出できるモデルとすることを前提として、

日本国内の各種統計資料等から CO2 排出過程モデルを構成する各項を説明する指標を整理し、各指標と道路交通部門

からの CO2 排出量の関係を踏まえモデルに取り込む指標の候補を抽出した。 
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大気環境予測技術検討のための気象観測 
Meteorological observation for study detailed prediction method of air quality on roadside 

（研究期間 平成19～22年度） 

 環境研究部 道路環境研究室      室   長    曽根 真理 
         主任研究官    土肥 学 
                           研 究 官    神田 太朗 
 
［研究目的及び経緯］ 
安定静穏時においては大気汚染物質が高濃度になりやすいと言われているが、大気安定度と大気汚染物質濃度の関連

性は明らかになっていない。そのため、道路環境影響評価でより詳細に大気質の予測を実施するためには通常より拡散

しにくい地形を有する場所を含め、安定静穏時の出現が予測結果に与える影響を詳細に把握することが必要である。 

本調査は、大気安定度の影響を考慮した調査・予測をより詳細に実施する手法を確立することを目的とし、大気安定

度等と大気汚染物質濃度の関連性を分析するための基礎データを収集するため、気温の鉛直分布（1.5m～20mの4高度）、

風向・風速、日射量、放射収支量の気象項目について、通年で観測を行うものである。 

今年度は、昨年度に引き続き、平地・盆地・谷地における気象観測を実施し通年データを収集するとともに、昨年度

までの気象データと大気質データの概略分析を実施した。その結果、大気安定静穏の出現頻度及び強度は地形の違いに

よる有意差はみられない、気温逆転の発生は年間を通じてみられる、大気安定時のNOx道路寄与濃度上昇は地形の違い

による明確な差はみられない、大気環境基準のNO2では安定静穏による濃度上昇影響はほぼみられない等の結果を得た。 

 

大気常時観測データ等の収集・集計・分析 

Analysis of Air Quality Data on Roadside 
（研究期間 平成16年度～） 

 環境研究部 道路環境研究室         室   長     曽根 真理 
                                     主任研究官     土肥 学 
                                     研 究 官     神田 太朗 
 

［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では，自動車NOx･PM法の対策地域など，沿道環境が特に厳しい地域を中心として，交通量が集中する幹線

道路沿道に大気常時観測局（常観局）を設置し，道路管理者による測定を行っている．沿道大気質濃度は年々改善傾向

にある。しかしながら、依然として都市部の交差点周辺などにおいて環境基準超過局が残存しており、これらの地点に

おいて効果的な対策を講じることが必要な状況である。 
本研究は、環境基準非達成地点に対して効果的な対策の検討に資するため、国土交通省が設置している大気質の常時

観測局（常観局）におけるモニタリングデータの収集・集計を行い、各種要因との関連性分析等を行うことによって沿

道大気質の高濃度化要因を検討するものである。 

本年度は、平成20年度の常観局データの収集・集計・分析を行った。分析においては、年平均値の高濃度局を対象と

して大気質濃度と道路状況や気象条件など各種要因との関連性を分析することに主眼を置いた。その結果、高濃度局に

おいて交通量と沿道大気質との関連性はほとんど認められないこと、環境基準超過地点におけるNO2の高濃度化に大気

中の光化学オキシダント濃度が影響している可能性があること等が示された。 
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自動車排出ガス量の測定・分析に関する調査 
Investigation about emission factor for automobiles 

（研究期間 平成18～23年度） 

 環境研究部 道路環境研究室      室   長    曽根 真理 
         主任研究官    土肥 学 
                           研 究 官     瀧本 真理 
 
［研究目的及び経緯］ 

道路環境影響評価の自動車走行に係る大気質予測に用いる自動車排出係数は、H12 迄の排ガス規制車のシャシダイナ

モ試験結果及び中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」第四次答申のH17規制目標値に基

づき設定している。 

本調査は平成17年より新長期規制車が普及したことを踏まえ、シャシダイナモメータを用いて実走行状態を再現して

自動車排ガス中の大気汚染物質量(NOx・PM 等)を測定し、今後の排ガス規制導入による低減を考慮し、自動車排出係数

をより実態に即した値に更新するとともに、自動車走行時のCO2排出係数の更新を検討するものである。 

今年度は、最新の排ガス規制適合車からの排ガス量測定、自動車排出係数更新のための調査検討、道路上における車

種構成比・車齢比把握のためのナンバープレート調査を実施した。その結果、PM 排出量は大幅に低減が図られている、

CO2排出量は約5～10％程度の低減傾向がみられる、ベンゼン排出量は従来想定されている排出量よりも1～2桁小さい

排出量である、道路上における実際の車齢比は自動車保有台数ベースよりも新しい車両が相当多い等の結果を得た。 

 

自転車の環境性能と自動車の利便性を兼ねた交通システムの先導的研究 
Feasibility study on new transport gifted with both bicycle’s environmental performance and car’s usefulness 

（研究期間 平成21～22年度） 

環境研究部 道路環境研究室      室   長 曽根 真理 
         主任研究官 吉永 弘志 
         研 究 官 神田 太朗 

 
［研究目的及び経緯］ 

現在，国内の CO2 排出量の約一割は自家用乗用車に由来している。本研究では、軽自動車よりも小型の電気自動車

の普及による CO2 排出量の低減策についての効果と課題を明らかにすることを目的としている。 
既報告の数値等に基づいて従来の乗用車を質量が四分の一程度の超小型電気自動車に転換した場合の LCCO2(ライフ

サイクル CO2 排出量)は六分の一程度に低減されると推定した。また、安全性に関する課題の考察に資することを目的

として現況の道路交通における車種別、道路別の交通量と交通事故件数の集計を行い、走行距離あたりの事故率を車種

別，道路幅別，および走行速度別に算出する方法を検討した。 
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環境影響評価のフォローアップ手法に関する検討 

Study of a method of monitoring the results predicted in environmental impact assessment during and after construction works 
（研究期間 平成21年度～） 

 環境研究部 道路環境研究室            室   長  曽根 真理 
                                        主任研究官  井上 隆司 
                                        研 究 官  山本 裕一郎 
 
［研究目的及び経緯］ 

 環境影響評価法の施行後10年の見直しにおいて、事後調査及び計画段階での環境配慮（戦略的環境アセスメント（Ｓ

ＥＡ））の制度化が見込まれることから、これらを道路環境影響評価において着実に実施する方策を検討するための調査

を実施した。 

 事後調査については、騒音、大気、動植物等の実施事例及び有識者へのヒアリングを実施し、事後調査の内容、手法、

時期、期間、費用等についての現状とあるべき姿をとりまとめた。 

 戦略的環境アセスメント（ＳＥＡ）については、道路事業の構想段階ＰＩの実施状況、他事業（河川、港湾）の制度

や実施事例との比較整理を行った。また、道路行政における政策評価の制度・評価指標等の整理や、道路行政の目標設

定に関する有識者の提言をとりまとめ、道路事業の計画策定プロセスにおいて手続き論にとどまらない体系的な検討の

必要性を示した。 

 

最新の知見に基づいた環境評価手法の検討 
Survey for Improving Technical Guidelines for Environmental Impact Assessment of Road Projects 

（研究期間 平成13年度～） 
環境研究部 道路環境研究室                          室   長  曽根 真理 

                                        主任研究官  井上 隆司 
                                        研 究 官  山本 裕一郎 
 
［研究目的及び経緯］ 

「道路環境影響評価の技術手法」（以下、「技術手法」という）は、道路事業の環境影響評価を実施するための具体的

な調査・予測・評価手法の事例をとりまとめたものであり、現在、道路環境影響評価の多くは技術手法を参考にして実

施されている。 
技術手法は平成 11 年 6 月の環境影響評価法の施行により、土木研究所資料第 3742～3745 号として作成されたのち、

平成17年3月30日に環境影響評価基本的事項（平成9年12月環境庁告示第87号）が改正（平成17年3月環境省告示

第26号）されたことに伴う「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に

行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（主務省令）」（平成 10

年6月建設省令第10号）の改正を受けて、平成19年6月に全面改定（国総研資料第382～400号）を行っている。 

平成21年度は新規に項目追加（国総研資料第534号）した「工事中の濁水」の技術手法に関連して、仮設沈砂池やシ

ートによる裸地の保護などの環境保全措置の効果を把握するための水質計測等を行った。 

 

多様な交通条件、現場条件に対応できる騒音推計手法の開発 
Development of noise prediction methods for various road traffic and site conditions 

（研究期間 平成20～22年度） 

環境研究部 道路環境研究室      室   長 曽根 真理 
         主任研究官 吉永 弘志 

 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、上記の多様な交通条件、現場条件に対応できる騒音推計手法を開発し、より効率的・経済的な道路管理を

実現することを目的としている。平成 20 年度は各種車両から発生する騒音の構内試験および一般道における調査を行

った。平成 21 年度はトレーラ連結車の混入率を考慮した騒音の計算式の検証、各種車両と現場条件での測定、および

自動車の低騒音化による道路交通騒音の低減に関する将来予測を行った。 
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道路交通騒音の現況把握手法の確立に関する検討 
Study on Analyzing Method for Road Traffic Noise Situation 

（研究期間 平成16年度～） 

環境研究部 道路環境研究室                          室   長  曽根 真理 
                                        主任研究官  吉永 弘志 
                                        研 究 官  山本 裕一郎 
 
［研究目的及び経緯］ 

 道路管理者により各種騒音対策が鋭意実施されてきているものの、今後、より効果的に騒音対策を実施していくため

には、道路交通騒音の現状を的確に把握した上で騒音対策を検討することが必要不可欠である。国土交通省では平成７

年度から「道路環境センサス」を毎年実施し、全国の直轄国道の騒音を測定・評価している。 

当研究室では、平成７年度の調査開始当初から実施方法を定めた調査要領を作成し、その後も調査手法の改善を目的

とした改訂を重ねている。今年度は地方整備局等の意見を踏まえ、調査結果のとりまとめ作業の効率化を図る改訂を行

った。また、平成16年度からは全国の地方整備局等から提出される調査結果の全国集計も当研究室で一括して行ってい

る。その結果、道路交通騒音の現況は年々改善傾向にはあるものの、騒音レベルの高い箇所は依然として残されている

状況である。このため、過年度の道路環境センサス調査結果の分析を行い、効率的かつ効果的な対策の実施に向けた基

礎的検討を行った。 

 

騒音要因を踏まえた対策の展望方針に関する検討 
A study of development strategy of road traffic noise abatement based on the cause 

（研究期間 平成21年度～） 

環境研究部 道路環境研究室      室   長 曽根 真理 
         主任研究官 吉永 弘志 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路に面する地域の騒音にかかる環境基準達成率は単体規制、排水性舗装の敷設、および遮音壁の設置等の騒音対策

により毎年向上しており、道路交通騒音は着実に改善している。しかし、二つの大きな課題が残されている。一つは苦

情等の対応に苦慮している現場が残されていることであり、もう一つは環境基準を達成していないとされている住居等

の戸数が多いことである。本研究はこれらの課題を明らかにすることで、今後の騒音対策の方針策定に資することを目

的としている。平成 21 年度は違法マフラー車等の混入の影響調査、道路交通騒音の懸案箇所の実態把握、事業評価に

おける騒音の評価方法の調査、および騒音対策の効果の試算を実施した。 
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都市緑化樹木の CO2ストック変化量把握に関する研究 
Research on estimating the amount of CO2 fixed by planted trees in cities 

 

（研究期間 平成 18～21 年度） 

環境研究部 緑化生態研究室 室 長 松江 正彦 
Environment Department Head Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division 主任研究官 飯塚 康雄 

  Senior Researcher Yasuo IIZUKA
 研究官 長濵 庸介 

   Researcher Yosuke NAGAHAMA 
                      研究員        久保田 小百合

Research Engineer     Sayuri  KUBOTA 
 
The objective of this study is to estimate the annual CO2 sequestration rate of common greening 

tree species for sideways and urban parks in Japan by analyzing its annual biomass growth rate. 
During the experiment, dry biomass weight was measured and stem analysis was conducted. Then, 
annual biomass growth rate was determined based on its allometry relationship with its diameter. The 
obtained data and prior study’s data were analyzed altogether, and the sequestration rate equations 
were developed for each species. 

 

［研究目的及び経緯］ 

 京都議定書で掲げられた温室効果ガスの削減目標を

達成するためには排出量を減らすことと併せて、植物

による吸収・固定を推進させることが必要である。政

府は「京都議定書目標達成計画」を示し、様々な対策

を打ち出しているが、都市緑化については国民にとっ

て最も日常生活に身近な吸収源対策と位置づけられて

いる。しかし我が国の都市公園や街路樹に多用されて

いる樹木については、CO2の吸収・固定量を算出するた

めの既存知見が十分ではなく、目標に向けての達成状

況の把握や、今後の対策の評価を行うために、算定の

基となる原単位や算定式の作成が求められている。 

 そこで本研究では、我が国における都市緑化樹木の

年間の CO2固定量を求め、それを算定するための算定

式を作成することを目的とする。 

 

［研究内容］ 

 樹木は、光合成によって吸収した大気中の CO2を体

内にセルロースの形で固定することで大きく成長する。

一方、樹木の木質部乾燥重量の 1/2 は炭素（C）の重さ

であり、それは全て大気中から光合成によって吸収し

た CO2由来であることが知られている。 

したがって、樹木 1本の木質部全体の乾燥重量を求

めれば、その樹木が成長の過程で吸収・固定した CO2

固定量を推定することができる。さらに、①同一樹種

において樹齢の異なる複数の樹木を対象に樹木全体の

乾燥重量と樹齢を計測しこれを比較することにより、

あるいは②1本の木に刻まれた年輪を解析し、1年ごと

の樹木の体積の変化を読み取り、これに比重を掛ける

ことにより、それぞれ樹木の成長状況や年間の CO2固

定量の推移を推定することができる。 

本研究では、都市緑化に多用されている樹種につい

て、20～50 年くらいの樹木を対象として伐倒・根の掘

り起こし作業を行い、乾燥重量や樹齢、胸高直径等の

形状を測定した。そして、先に示した①②の両手法を

用いて、樹種毎の樹木 1本あたりの年間 CO2固定量を

算出するための算定式を作成した（図-１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 作業フロー 

［研究結果］ 

  調査は都市緑化に多く使われる樹種から、ケヤキ、

イチョウ、クスノキ、シラカシ、マテバシイ、ヤマモ

モ、モミジバフウ、モチノキ、ハナミズキ、トウカエ

幹から1m間隔で円板を採取
↓

円板の年輪判読による
樹幹解析図の作成

↓
樹齢・樹木成長の把握

調査対象木の伐倒・伐根

幹・枝・根の全生重計測
↓

サンプルの生乾重比算出
↓

全木質部乾重の算出

木質部乾重の算出 樹幹解析の実施

木質部乾重成長量の把握

年間CO2固定量予測式の作成
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デ、シラカバ、ナナカマド、プラタナス類、サクラ類

14 種（類）についてそれぞれ調査を行い、樹種毎に年

間 CO2固定量算定式を作成した。なお、ここでは以下

ケヤキの算定式作成について紹介することとする。 

（１）樹木の形状、乾重計測 

 関東地方の圃場に自然樹形で生育するケヤキを 8本

選定し、葉を落とした冬季に形状を測定した後、根元

から幹を伐倒し、根系を丁寧に堀上げ、器官別に乾燥

重量を計測し、さらに年輪から樹齢を求めた（表-１）。 

（２）成長量の算定式の作成 

一般に、樹木の各器官の重量等の物理量（Ｙ）と樹

木の形状寸法（Ｘ）との間には、 

相対成長式  Ｙ＝aＸｂ（a、bは定数） 

が成り立つことが知られている。そこで、木質部全乾

重をＹ、形状寸法のうちここでは計測しやすく相関が

高い胸高直径をＸとして相対成長式を求めた。また樹

齢と胸高直径の関係を直線回帰により求め、胸高直径

が年と共にどのように成長するかを求めた（図-2）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図-２ 胸高直径と木質部乾重の相対生長式（左） 及び

樹齢と胸高直径の関係（右） 

（３）年間木質部乾重成長量算定式の作成 

（２）で求めた相対成長式において、１年後の胸高

直径の増加量を c とすると 1 年後の木質部乾重は     

Ｙ＝ａ(Ｘ＋ｃ)ｂ  となり、その１年間の木質部乾重

の成長量をＹとすると、以下の式で表される。 

Ｙ＝ａ(Ｘ＋ｃ)ｂ－aＸｂ 

＝ａ{(Ｘ＋ｃ)ｂ－Ｘｂ}   

なお、図-２（右）の回帰式（ｙ＝1.3767ｘ－5.8684）

から 1 本のケヤキが、1 年間に平均的な成長をすると

した場合に期待される胸高直径成長量は約 1.4cm であ

ることがわかる。また胸高直径Ｘcm のケヤキに期待さ

れる年間木質部乾重成長量は、胸高直径Ｘcm のケヤキ

と、1年後の胸高直径（Ｘ＋1.4）cm のケヤキとの木質

部乾燥重量の差となって求めることができ、図-２（左）

の相対成長式を用いることにより次式が得られた。 

Y=0.0694｛(X+1.4)2.5998-X2.5998｝ 

Y:年間木質部乾重成長量(kg) X:胸高直径(cm) 

また木質部の炭素（C）含有量は、樹種に関わらず乾

燥重量の約 50%程度であることが知られているため、

年間木質部乾重成長量に 50%を乗じることにより年間

炭素固定量を求めることができる。さらにここで求ま

る年間炭素固定量の値に、CO2 と C の分子量の比

（44/12）を乗じることにより次式に示されるケヤキの

年間 CO2固定量算定式を得ることができた。 

Y=0.127｛(X+1.4)2.5998-X2.5998｝ 

Y:年間 CO2 固定量(kg) X:胸高直径(cm) 

 またここで求めた式は、別途東北、九州の樹木で行

った結果とも差が確認されず、この範囲における式の

使用に当たり地域差は考慮しなくてもよいと判断した。 

 

［成果の発表］ 

1)松江正彦・長濵庸介・飯塚康雄・村田みゆき・藤原

宣夫(2009)日本における都市樹木の CO2固定量算定

式，日本緑化工学会誌，(35)2：318-324． 

 ［成果の活用］ 

京都議定書の我が国の報告のうち、「開発地」にお

ける樹木による吸収量算定の原単位として、活用が見

込まれている。 

  表-１調査対象樹木の形状と器官別乾重及び樹齢 

樹木番号     1 2 3 4 5 6 7 8

樹高ｍ  7.5 7.0 8.0 9.0 10.0 18.6 19.0 17.6 

幹周(0.2m 高）ｃｍ 71 78 75 92 103 187 269 235

幹周(1.2m 高）ｃｍ 54 64 61.5 74 90 166 210 183

枝張り(最大）ｍ 6.2 8.3 7.7 8.3 9.3 12.2 19.1 12.4

形
状
寸
法 

枝張り(最小）ｍ 5.5 6.5 6.2 5.5 7.1 9.5 13.7 10.3

幹   45.4 55.6 51.8 82.2 117.4 643.6 1219.7 659.6 

枝  46.5 69.7 66.2 119.7 259.3 878.1 2024.8 1466.6 
器官別乾重 

(kg) 
根  30.5 36.0 34.6 64.8 70.7 364.0 908.5 602.2 

  計   122.4 161.3 152.6 266.7 447.4 1885.7 4153 2728.4

樹齢     18 19 21 22 26 34 51 52
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地域生態系保全のための緑化技術の開発 
Research on Slope Revegetation Method for the Conservation of Regional Ecosystem 

（研究期間 平成 18～21 年度） 
 
環境研究部                      室長     松江 正彦 
Environment Department                Head     Masahiko MATSUE 
緑化生態研究室                    研究官    久保 満佐子 
Landscape and Ecology Devision            Researcher  Masako KUBO 

 
Artificial slope revegetation method using surface soil is one of using native plant species. In 

order to establish the revegetation method as reliable technique which can be used commonly, we 
constructed this revegetation method on artificial cut slope in national government parks. We 
investigated the plant communities in the passing ages. 
 
 
［研究目的及び経緯］ 

近年、外来種の逸出や遺伝子攪乱の問題を背景に、

地域性を考慮した緑化植物の取り扱いが求められてい

る。一方、地域性種苗の供給体制は未整備であること

から、限られた種子量のなかで需要が増加すると供給

できなくなることも懸念されている。このため、森林

表土に含まれている埋土種子の発芽・定着による緑化

（森林表土利用工）は、外来の緑化植物を利用した緑

化の代替工法の一つと考えられている。森林の表土に

は多様な種子が含まれており、地域性種苗に比べると

採取が容易である。しかし一方で、埋土種子にどのよ

うな種が含まれ、どのような植生が成立するのかなど、

不明な点が多い。 

本研究は、森林表土利用工が利用可能となることを

目的として、国営公園で本工法の施工試験を行い、植

生モニタリング調査を行った。さらに、埋土種子と飛

来種子を測定し、成立する植生との関係を調べた。本

工法の目標とする植生は、木本が優占する群落である。 

［研究内容］ 

調査地は、広島県の国営備北丘陵公園（以下、備北）、

香川県の国営讃岐まんのう公園（以下、まんのう）、兵

庫県の国営明石海峡公園（以下、明石）である。各公

園内の切り土法面で森林表土利用工による緑化施工を

行った。表土の混合率は、10%、20%、30%とした。施工

後に成立する植生を把握するために、法面の植生と植

被率、定着した木本個体数のモニタリング調査を行っ

た。また、表土に含まれている埋土種子の緑化資材と

しての可能性を把握するために、発芽実験を行い埋土

種子数を調べた。併せて法面に飛来する種子を確認す

るために法面にはシードトラップを設置して、飛来種

子数を調べた。 

［研究成果］ 

（１）発芽実験 

 各公園内の二次林（備北：コナラ林、まんのう：ア

カマツ林、明石：アベマキ林）の表土を採取して発芽

実験を行った結果、多くの埋土種子が存在することが

確認された（表-1）。木本はリョウブやヒサカキ、カラ

スザンショウなどが多かった。また、草本は木本より

少なかったが、ヒメムカシヨモギやセイタカアワダチ

ソウなどの外来種が多かった。 

表-1. 埋土種子の発芽数

備北 まんのう 明石

木本
リョウブ 37 590 6
ヒサカキ 332 117 147
カラスザンショウ 164
クサイチゴ 38
シラカシ 33
ヌルデ 1 2 29
ツツジ科spp. 259 2
その他木本 41 24 145

草本
ヒメムカシヨモギ 14 1 60
セイタカアワダチソウ 12 2 45
カヤツリグサ科sp. 19 1 28
クズ 44
ベニバナボロギク 42
ヨウシュヤマゴボウ 34 1 1
オオアレチノギク 10 25
その他草本 93 826 293

表土採取量 20ℓ 40ℓ 40ℓ

発芽数（個/ℓ） 29.7 45.6 27.6  
（２）飛来種子 

 飛来種子数は法面により大きく異なったが、いずれ

の法面でもセイタカアワダチソウが上位にあった（図

1）。セイタカアワダチソウが特に多かった明石では、

32,223個／㎡が確認され、備北では131個/m2と、約250

倍にもなった。セイタカアワダチソウは、12 月に も多

く、その後 4月まで飛来していた。 
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図 1 飛来種子数の季節変化 

上は備北、中はまんのう、下は明石 

（３）法面植生 

 備北では、施工当年からダンドボロギクやヨウシュ

ヤマゴボウなどが優占した。まんのうでは当年にメヒ

シバが優占し、その後セイタカアワダチソウとヒメム

カシヨモギが優占した。明石では当年にオオイヌタデ

が優占し、その後はセイタカアワダチソウとクズが優

占した。いずれの法面でも、施工当年から植被率は 40%

以上あり、施工後 3年目には 100%近くあった。 

備北では、施工当年に木本が生育せず、まんのうで

も施行当年の木本の発生本数が少なかった（図 2）。明

石では木本の発生本数は多く、表土混合率が 20%と 30%

で特に多かったが、施工後の年数と共に個体数は減少

した。 

（４）まとめ 

 調査地とした 3箇所の二次林では、表土に多くの埋

土種子が存在することが確認された。しかし、埋土種

子からの木本の定着は 3つの法面によって異なり、そ

の後に成立する植生も、埋土種子だけではなく飛来種

子によっても異なった。備北やまんのうの法面ように、

施工当年に木本が少なかった法面では、施工後 3年ほ

どで木本個体数が増加すること、セイタカアワダチソ

ウが優占する明石の法面では、定着した木本の樹高が

顕著に成長していることが確認されており、目標とす

る木本が優占する植生が成立するには 3 年以上を目安

とする必要があると考えられた。 

［成果の発表］ 

1) 細木大輔・柏木 亨・松江正彦（2007）  植生基材

吹付工施工後 3 ヶ月間の植生基材の耐侵食性、日

本緑化工学会誌、33（1）、9-14． 

2) 久保満佐子・細木大輔・松江正彦（2010）国営備

北丘陵公園における森林表土利用工による法面緑

化の施工事例、日本緑化工学会誌、35(2)、印刷中 

3) 久保満佐子・細木大輔・松江正彦（2010）国営明

石海峡公園における森林表土利用工による法面緑

化の施工事例、日本緑化工学会誌、35(2)、印刷中 
表-2.　法面の優占種

施工当年 施工後2年目 施工後3年目

10%区

ダンドボロギク ダンドボロギク ヨモギ
メヒシバ ヒメムカシヨモギ ダンドボロギク

20%区

ヨウシュヤマゴボウ ダンドボロギク ダンドボロギク
ダンドボロギク ヨウシュヤマゴボウ メヒシバ

30%区

ダンドボロギク ヒメムカシヨモギ コウゾリナ

10%区

メヒシバ セイタカアワダチソウ セイタカアワダチソウ
ヒメムカシヨモギ ヒメムカシヨモギ

20%区

メヒシバ セイタカアワダチソウ ヨモギ
ヒメムカシヨモギ ヒメムカシヨモギ

30%区

メヒシバ ヒメムカシヨモギ ヨモギ
セイタカアワダチソウ ヒメムカシヨモギ

クズ オオアレチノギク ケネザサ

10%区

オオイヌタデ セイタカアワダチソウ セイタカアワダチソウ
セイタカアワダチソウ ヨモギ マルバハギ

20%区

オオイヌタデ セイタカアワダチソウ セイタカアワダチソウ
ヨモギ ヌルデ

30%区

オオイヌタデ クズ クズ
セイタカアワダチソウ セイタカアワダチソウ
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法面に生育する木本 

上は備北、中はまんのう、下は明石 

［成果の活用］ 

本結果は、森林表土を利用した緑化技術に関するマ

ニュアルの作成に活用する。 
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河川総合開発事業における景観評価構造分析調査 
Analysis of Evaluation Structure of Landscape around Dam 

 
（研究期間 平成 20～21 年度） 

 
環境研究部 緑化生態研究室 室 長 松江 正彦 
Environment Department Head Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division 主任研究官 小栗ひとみ 
 Senior Researcher Hitomi OGURI  
 研究官 阿部 貴弘 
 Researcher Takahiro ABE 

In this study we analyzed the evaluation structure of landscape around dam by conducting evaluation 
experiment by citizens, dam engineers and landscape specialists.  As a result, we clarified the 
evaluation structure of each dam components, and also found out the evaluation structure of the 
whole dam space. 

［研究目的及び経緯］ 

ダム事業における景観形成は、いわゆるバブル期に

は、高価な素材の使用、即物的なデザイン、技術と切

り離されたデザインを用いるといった、現在から見れ

ば良好な景観創出とは評価しがたい事例も見られ、現

在においても、なお同様の状況が散見される。その要

因として、ダム事業により形成される景観について、

その評価の観点や項目が整理されていないことが挙げ

られる。 
そこで、本研究は、ダム事業により形成される景観

が、はたしてどのような観点から評価されているのか、

印象評価実験の実施により、ダム空間の景観評価構造

を明らかにすることを目的とした。ダム空間の評価対

象としては、ダム湖全体、ダム本体、ダム関連施設、

さらにダム事業により形成される園地等の周辺環境な

どとし、また、評価の視点としては一般市民、ダム技

術者、景観専門家などさまざまな立場を考慮し、それ

ぞれの景観評価構造とその共通点・差異等を分析した。 
平成 20 年度は、ダム景観検討・評価に関する既存

知見の整理を行い、ダムにおける景観形成の変遷をま

とめるとともに、ダム空間を構成する個別要素を対象

とした印象評価実験を実施し、それら個別要素に関す

る景観評価構造の分析・考察を行った。平成 21 年度

は、ダム空間全体を対象とした印象評価実験を実施し、

平成 20 年度成果を踏まえた分析・考察を行い、ダム

空間の景観評価構造を明らかにした。 
［研究内容］ 
 印象評価実験は、以下により行った。 

１）ダム空間構成要素の景観評価構造 

評価対象は、ダム本体関連要素（ダム堤体）、ダム

湖周辺道路関連要素（湖岸橋梁、道路擁壁、道路法面）

およびダム湖水辺関連要素（水位変動域）とした。 
このうち、ダム本体関連要素に関しては、我が国の

代表的なダム堤体 12 事例の写真を提示し、全体の印

象および親しみやすさが感じられるデザインか否かな

ど 5 つの評価項目について、二択による回答を求めた。

被験者は、一般市民 40 名、ダム技術者 20 名、景観専

門家 9 名の計 69 名である。 
また、ダム湖周辺道路関連要素では、2 種類のベー

ス写真をもとに、フォトモンタージュにより比較する

写真刺激を作成し、一対比較法および標準刺激との比

較による 2 通りの実験を行った。被験者は、一般市民

40 名、ダム技術者 16 名の計 56 名である。 
２）ダム空間全体の景観評価構造 

ダム空間全体に関しては、ダム空間全体の総合的な

景観評価と、個別要素の評価との関係を明らかにする

ことをねらいとして、次の 2 通りの実験を行った。被

験者は、それぞれ一般市民 40 名、ダム技術者 10 名、

景観専門家 9 名の計 59 名である。 
実験Ⅰ：ダム空間全体の様々な 1 セット 7 枚の写真を

提示し、これらの複数の写真から得られるセット

ごとのダム空間全体の総合的な景観評価と、セッ

ト内の個々の写真の景観評価を尋ねる。 
実験Ⅱ：6 枚の写真からなる 4 つのダム空間要素のグ

ループを準備し、各グループから最低 1 枚を選択

することを条件に、「良好なダム空間を構成する

ために必要」と思う写真 7 枚を選定してもらう。 
［研究成果］ 
1．ダム空間全体の景観評価構造 

ダム空間全体の景観評価の構造は、以下のような特
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徴を有している。 
①ダム空間の全体の景観は、「自然性」（湖面の水際の

状態、湖面の広がり、湖面越しの山の緑などからな

る、総体としての印象）、「快適性」（湖畔の広場等の

状態の印象、）、「印象性」（湖面橋等の大規模構造物

の印象）の 3 つの観点から評価される。 
②「自然性」は、ダム空間全体の景観評価を高めるた

めの基本的要件であり、「自然性」の観点からの印象

が良好なことが、ダム空間全体の景観評価を高める。 
③「快適性」は、ダム空間全体の景観評価を向上させ

る付加的要件であり、「自然性」の観点からの印象の

良好さに「快適性」の観点からの印象の良好さが加

わると、ダム空間全体の景観評価はより高くなる。 
④「印象性」は、「自然性」「快適性」によってなされ

る、ダム空間全体の景観評価とは別の観点からの二

次的な評価であり、「印象性」の評価だけでダム空間

全体の景観評価が良くなる、あるいは悪くなること

はない。 
⑤極端に悪い景観要素の存在は、「自然性」、「快適性」

の２つの観点に基づくダム空間全体の景観評価の構

造に変化を与え、ダム空間全体の景観評価は頭打ち

になり、良好なものとはならない。 
２．ダム空間を構成する要素の景観評価構造 

１）湖畔道路 
湖畔道路は、「自然性」に関する景観要素であり、ダ

ム空間全体の基調となる「地」の景観に強い影響を及

ぼす。地形改変や構造物の印象が強く、ダム空間全体

の景観評価に対してはプラスに作用しない。 
湖畔道路の景観評価は、段階的な評価構造を有して

おり、まず全体的な地形改変の印象が評価され（第一

段階）、次に道路施設群としての景観の印象が評価され

る（第三段階）。全体的な地形改変の印象が大きいと、

道路施設群としての景観的な配慮は有効な効果を発揮

しない。 

２）湖畔水辺 

湖畔水辺も、「自然性」に関する景観要素であり、ダ

ム空間全体の基調となる「地」の景観に強い影響を及

ぼす。自然的な印象の水辺だけでなく、整備された親

水性の高い水辺も評価が高く、ダム空間全体の景観評

価に対してプラスに作用する可能性のある要素である。 
３）湖畔広場 
 湖畔広場は、「快適性」に強く関わる景観要素である。

湖畔広場に対する評価は総じて高く、ダム空間全体の

景観評価に対してプラスに作用する可能性のある要素

である。整備タイプに着目すると、自然的な印象の湖

畔広場よりも整形的な印象の湖畔広場の方が、相対的

に評価が高い。また、一般市民、ダム技術者、景観専

門家といった属性により評価傾向に差が現れやすい特

徴がある。 
４）橋梁 
 橋梁は、「印象性」に関する景観要素であり、特に湖

面を渡る大型橋梁の景観は、ダム空間全体の景観評価

に強い影響を及ぼす。印象的で目立ちやすい橋梁は、

ダム空間全体の景観評価に対してプラスに作用する可

能性があるが、景観的な配慮に乏しい橋梁は極端に悪

い景観として評価されやすいというように、橋梁はプ

ラスに作用するものとそうでないものに区分される。

また、属性による評価傾向に差がみられる要素である。 
５）ダム本体 
 ダム本体は、「印象性」に関する景観要素であり、極

めて固有性の強い景観評価構造を有する。ダム本体の

景観評価では、①「親しみやすさ」「地域性の表現」、

②「整然さ」「土木構造物らしさ」の 2 つの評価軸が

整理されたが、属性による評価の違いに着目すると、

①は差が大きく、②その差が小さいという特徴がある。 
［成果の活用］ 
本研究における成果をもとに、ダムの新設・改修時

の景観整備における留意点や配慮事項をとりまとめた、

現場のダム技術者向けの「ダム景観整備に関する手引

き」を作成する予定である。 

より評価を高める 
ためには 

《良好な景観評価のダム空間》 

ダム空間全体の基調となる 
「地」の風景を整える 

・自然性豊かな湖畔水辺 
・地形改変の印象を抑えた湖畔道路 

広場空間、道路施設などの
デザインでダム空間全体に適度
なメリハリを与える 

湖面橋、ダム本体などの「図」の
景観の洗練でダム空間全体の印象が
高まる 

《マイナス評価のダム空間》 

大規模な切土法面、コンクリートで
固めた水辺などの極端に悪い景観要

素が一つでもあると、ダム空間全体
の景観評価は高くならない 

図 景観評価構造を踏まえたダム空間の景観整備の考え方 

32



道路事業における景観検討の費用に関する検討調査 
Investigation about the expense of Roadscape Development 

 
（研究期間 平成 21 年度） 

 
環境研究部 緑化生態研究室                         室 長       松江 正彦 
Environment Department                Head        Masahiko MATSUE 
Landscape and Ecology Division              主任研究官     小栗ひとみ 

Senior Researcher   Hitomi OGURI 
研究官       阿部 貴弘 
Researcher       Takahiro ABE 

 
The purpose of this investigation was to collect basic information to examine the guideline for  
concerning the cost of the aesthetic public works.  In this investigation, the effect of the aesthetic 
public works in road construction was figured out what factor determine to clarify the effect of the 
aesthetic public works. 
 
［研究目的及び経緯］ 
国土交通省では、平成 19 年度からの景観アセスメ

ントシステムの本格運用を受け、直轄事業における景

観形成が進められている。景観検討に当たっては、費

用とのバランスが常に問題となっているが、費用の妥

当性を議論するためには、まず景観アセスメントシス

テムに基づく検討によって実現した景観向上が、具体

的にどのような効果を生み出しているのかを明らかに

し、それをもとに費用に関する考え方を整理する必要

がある。本調査は、平成 16 年度以降に景観アセスメ

ントシステムにより景観検討が実施された事業を対象

として、「公共事業における景観整備に関する事後評

価の手引き（案）」（平成 21 年 3 月、以下「手引き（案）」

という）に基づく事後評価を実施し、景観アセスメン

トによる景観向上の効果を把握することにより、景観

検討の費用に関する指針を検討するための基礎資料を

得ることを目的としている。 
 
［研究内容］ 

１．調査対象事例の選定 

景観アセスメント試行事業および重点検討事業の実

施状況を整理し、供用または一部供用となっている事

業を抽出した上で、その中から地域バランスを考慮し

て 13 事業を調査対象事例として選定した。選定にあ

たっては、手引き案の適用範囲である「周辺に人が住

み日常的な利用がある施設」（都市内道路）のみならず、

適用外の「周辺に人の住んでいない施設」（山間部の道

路等）も対象とすることとした。また、事業特性によ

る景観向上効果の発現の違いを把握するため、道路以

外の分野の事業も調査対象に含めた。 
２．景観向上効果の確認調査 

「手引き（案）」では、景観に配慮した公共事業として

高い評価を得ていた 13 事例における調査結果をもと

に、景観向上効果の考え方とその調査手法を整理して

いる。なお、ここでの景観向上の効果としては、人の

直接的な利用を前提として、意識に与える効果、活動

に与える効果、周辺空間に与える効果を捉えているが、

特に積極的な景観創出によるプラスの効果を扱ってい

る。したがって、都市内の道路や街路の事例が取り上

げられているものの、山間部の道路のように周辺にほ

とんど人が住んでおらず、周辺の自然景観への改変を

極力抑えることをねらいとしたような景観整備につい

ては適用外となっている。そこで、今回の景観向上効

果の確認調査にあたっては、「手引き（案）」で示され

た手法を基本としつつ、道路事業の特性を踏まえた新

たな手法の可能性や効果項目の妥当性を検討すること

も目的に加え、調査を行うこととした。 
調査は次のような手順で進めた。まず、１．で選定

した事例について、既存資料調査および事業者、景観

アドバイザー、設計者等へのヒアリングを行い、事業

概要、景観形成にあたり配慮すべき事項、景観整備方

針、景観検討の経緯等の情報を収集した。次に、それ

らの情報から「設計意図と期待される効果」および「期

待される効果の発現段階」を整理し、各事例の特性を

踏まえて具体的な調査方法・内容を設計した。なお、

新たな手法として、当該道路の走行経験者を対象とし

たインターネットアンケートも試みた。調査結果は、

「手引き（案）」に示された「調査により確認された効
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果及び波及効果」「効果の波及フロー図」および「プロ

ット図」の形式で、事例ごとに整理した。 
３．景観向上効果とりまとめ 

確認調査結果から、道路事業における景観向上効果

項目を整理するとともに、事業特性を考慮した景観向

上効果の把握手法をとりまとめた。 
 

［研究成果］ 
１．確認された景観向上効果 
 道路事業において確認された景観向上効果について、

「手引き（案）」で示された効果項目により整理すると

表-1 のとおりである。このうち、最も発現が顕著だっ

た効果は、「整備された空間に対する認知・印象」に区

分される項目であった。なお、今回の調査では、「手引

き（案）」以外の新たな効果項目は確認されなかった。 

 また、景観整備による波及効果については、限られ

た項目での発現が確認されたのみであったが、これは

一部供用の事業が多かったため、波及効果が発現する

段階に達していないことが影響していると考えられた。 

２．道路事業における景観向上効果把握手法 

山間部の道路等における周辺景観への影響低減に関

する効果については、設計意図が適切に実現していれ

ば自ずと効果が発現されると考えられることから、関

係者・利用者へのヒアリング調査、現地確認調査によ

って設計意図どおりに整備が行われているか否かを評

価することで、効果の確認を行うことが可能である。

アンケート調査は、効果を定量的に確認する場合や一

般市民による評価が必要な場合において、質問項目を

限定した簡易な調査を実施することが適当である。今

回試行したインターネットアンケートも、景観整備に

よる総合的な効果を捉える上で有効な手法である。 

 

［まとめ］ 

今回の調査により、限定的ではあるが道路事業にお

ける景観整備の効果を把握することができた。しかし、

景観検討に関する費用の妥当性を検討するための基礎

資料としては、景観検討を行った場合と行わなかった

場合の費用の比較や景観検討実施による工事費の増減

に関する定量的なデータが不足している。 

各地方整備局においては、「手引き(案)」の作成を受

けて、景観アセスメントシステムの実施要領の改訂や

事後評価の試行に取り組み始めているところであり、

今後事後評価の実施事例が蓄積していくことが期待さ

れる。事業の特性やプロセスの違いによっても、発現

する効果は異なることから、様々なケースの効果を分

析し、事業担当者との意見交換を行いながら、費用の

妥当性に関する考え方の整理を進めていく必要がある。 

調査結果

①整備した空間の印象の向上

・景観が向上した　　　・景色を見るための新たな視点場となった
・周辺の山々の眺望が美しく地域資源を再認識した
・自然と馴染む景観となっている
・周辺の自然景観とともに新たな風景をつくっている

②整備した空間の機能向上に対する認知
・歩きやすい歩道空間が提供されている
・気持ちの良い走行が楽しめる空間となっている

①親しみ・愛着、誇りの向上／その他 ・地域に対する愛着が醸成された　　・親しみ、愛着、誇りを感じる

②地域のシンボル・ランドマークとしての認知、地域らしさの認知 ・橋梁が地域のシンボル・ランドマークとなっている

③景観やまちづくり、環境等に関する意識の高まり ・市民のまちづくりや環境に関する意識が高まった

①利用の増加 ・歩行者が増加した

③コミュニティの形成 ・集会場での集まりや夏祭りの開催によりコミュニティの繋がりが強くなった

①イベントの開催
・道の日イベント開催範囲の拡大　　　 ・冬期イルミネーションの実施
・地元小学校のマラソン大会の開催　　・夏祭りの開催
・集会場ができ地域の集まりが活発化

②維持管理活動の実施
・ボランティア・サポート・プログラムの実施（花の植え替え、落ち葉清掃）
・子供たちによる清掃活動の実施

③地域活動団体の活動の発展 ・まちづくり協議会による中心商業地でのまちづくり活動の展開・

調査結果

隣接する空間整備に
与える効果

③公共空間整備の拡張 ・緑陰道路プロジェクト推進事業の展開

①周辺施設整備との連携
・商業活動の活性化
・地元自治体による周辺整備（集会場、公園、散歩道など）

②視点場の形成 ・簡易パーキングエリアの整備

②観光振興 ・観光利用の増大（全線完成後の見込）

①外部機関（専門家）からの表彰 ・土木学会「田中賞」の受賞
外部評価
の高まり

地域経済に与える効果

周
辺
の
空
間
に

与
え
る
効
果

周辺の空間整備に与
える効果

景観整備による波及効果

活
動
に
与
え
る
効
果

住民の日常生活
での利用に
与える効果

団体活動、
維持管理活動に

与える効果

意識に与える
効果

景観整備による効果

整備された空間に対する
認知・印象

表-1 道路事業において確認された景観向上効果 

注：数字は「手引き（案）」で示された項目番号に対応している
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環境保全措置(動物横断路)に関する実態調査 
Actual condition survey on environmental conservation measures: fauna passages 

 
（研究期間 平成 20～22 年度） 

 
 
 環境研究部 緑化生態研究室          室長            松江 正彦 
 Environment Department                              Head             Masahiko MATSUE 

Landscape and Ecology Division                             主任研究官       武田 ゆうこ 
Senior researcher  Yuko TAKEDA 
研究官         園田 陽一 
Researcher          Yoichi SONODA 

 
To reduce the impact of construction on wildlife and ecosystem, measures should be taken to 

protect but practical methods for this have not yet been established. . Also, since the environmental 
impacts on wildlife and ecosystem are difficult to predict prior to construction, it is often important to 
monitor them during and after the construction works. The purpose of this study is to collect and 
summarize the several methods that are currently undertaken as wildlife and ecosystem preservation 
measures and monitoring during and after construction works. 
 
［研究目的および経緯］ 

道路事業の実施にあたっては、生物多様性の確保、

多様な自然環境の体系的保全、人と自然の豊かな触れ

合いの確保の観点から、動植物・生態系、自然との触

れ合い分野における予測、環境保全措置の検討が重要

である。 
しかし、検討の際に参考となる「科学的知見や類似

事例」については、全般的に不足しており、事業者は

予測、保全措置の検討と、効果の不確実性の把握、さ

らには事後調査計画の立案に苦慮している現状がある。 
本研究は、野生動物の道路横断施設におけるモニタ

リング調査を行うことにより、野生動物の道路横断施

設に対する選好性や設置環境による利用頻度とその要

因を明らかにし、道路横断施設の設置指針を検討する

ための生態的情報を明らかにすることを目的とした。

本報告では、業務全体の調査内容について示している

が、データ量が多大なため研究成果については道路横

断施設のモニタリング調査についてのみ記載した。 
［研究内容］ 

（1）道路横断施設のモニタリング調査 

 モニタリング調査は、豊富バイパス（北海道）、東富

士五湖道路（山梨県）、江津道路（島根県）で実施した。

東富士五湖道路では 19 施設 27 箇所、豊富バイパスで

は 24 施設 31 箇所、江津道路では 17 施設 17 箇所に赤

外線センサーカメラ Field noteⅡ麻里府商事）をボッ

クスカルバート（BC）、パイプカルバート（PP）、橋梁

（BR）、オーバーブリッジ（OV）に常設した。調査期間

は、2008 年 8 月～2010 年 3 月まで行った。 

（2）哺乳類相調査 

 哺乳類相は各路線から 250ｍBuffer 圏内において痕

跡調査（食痕、足跡、糞 etc.）により確認し、補足的

に赤外線センサーカメラを獣道に設置することにより

確認を行った。 

（3）行動圏調査 

 斜里エコロードでは、道路横断施設に対するニホ

ンジカの利用状況を明らかにするために GPS アルゴス

（Lotek 社製）により行動追跡を行った。ニホンジカ

（メス・成獣）の捕獲は、斜里エコロード（株）エゾ

シカファームの協力を得て、囲いわなにより生け捕り

にした。捕獲後、GPS アルゴスを装着し、2009 年 1 月

21 日 15 時から 2010 年 3 月 1日 19 時まで追跡した。 

［研究成果］ 

（1）道路横断施設のモニタリング調査 

 痕跡調査およびカメラにより哺乳類相を把握した結

果、豊富バイパスでは 6目 10 科 18 種、東富士五湖道

路では 6目 15 科 20 種、江津道路 6目 9科 12 種であり

（表 1）、道路横断施設内において確認された種は本研

究において実施した周辺における哺乳類相調査の結果

とほぼ一致した。さらに、道路横断施設に対する野生

動物の選好性を明らかにするため、各施設の野生哺乳

類の撮影頻度指標（[カメラの撮影枚数]／[カメラ日]）

を求め、主成分分析により序列化し、各横断施設に対
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する主成分得点の平均と95％信頼区間を図1に示した。

BR ではシカやイノシシなどの大型哺乳類の利用頻度

が多く、その他の多様な中型、小型哺乳類によっても

利用される。BC ではキツネによる利用頻度が最も多く、

その他の多様な大型、中型、小型哺乳類によって利用

される。PP では、テンとネズミ類による利用頻度が最

も多く、その他の種では利用頻度が低い。OV では、キ

ツネによる利用頻度が高いが、その他の種の利用頻度

は少ない。 

橋梁は大型哺乳類を含めた多様な哺乳類を保全する

上で最善の手段である。BC は小・中型哺乳類の多様な

種を保全する際に効果的であり、大型の BC では大型哺

乳類にも利用可能である。BC を排水兼用とする際には

犬走りを設置することが重要である。PP は、テン、イ

タチやネズミ類などの種に限定されるが、犬走りを設

置することにより低頻度ではあるがキツネやタヌキ等

の利用される（その際の開口部のサイズは 1ｍ×1ｍ以

上は確保する）。その他の生態的な利用としては、コウ

モリは夏季のねぐらとして BC を利用する可能性があ

ることから、バットボックスの設置を推奨する。 

（2）ニホンジカの行動圏調査 

 ニホンジカの行動追跡の結果を図 2に示す。調査期

間に 5698 回の測位の内 5212 地点（91.5％）の GPS 地

点を取得した。2009 年１月 21 日ニホンジカは、積雪

期である 2009 年１月～４月は越冬地の真鯉地区の海

沿いの斜面地付近に分布が集中しており、2009 年 5 月

～12月の非積雪期には内陸へ約2kmのあたりの山腹一

帯に分布が集中していた。真鯉地区周辺のニホンジカ

は冬季から春季にかけて斜里エコロード周辺に集結す

る。この理由として、越冬のために法面植生や海岸の

雪の解けた後の植物を利用することが考えられ、その

時期にロードキルが発生しやすい。道路横断施設と付

帯施設が設置されロードキル数は大幅に減少したが、

積雪による付帯施設の機能低下が道路侵入の大きな要

因となっていることが明らかとなった。 

 

［研究発表］ 

2010 年 3 月 18 日の第 57 回日本生態学会大会にて

ポスター発表を行った。 

［成果の活用］ 

環境保全措置の設置及び改善指針を作成し、地方整

備局等に配布し、事業への活用を図る。また、今後の

「道路環境影響評価の技術手法」改訂時に本業務の成

果を反映させる。
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図 1 各道路横断施設（BR、BC、PP、OV）に対する主成分得点の平均と 95％信頼区間 

 

図2 斜里エコロードにおけるニホンジカのGPSアルゴスに

よる行動追跡の結果(斜里エコロードには 12～4月に集中) 

目名 科名 和名 豊富BP 東富士五湖道路 江津道路

オオアシトガリネズミ ○

ジネズミ ○
モグラ ヒミズ ○ ○
キクガシラコウモリ キクガシラコウモリ ○
ウサギコウモリ ウサギコウモリ ○ ○

コテングコウモリ ○

モモジロコウモリ ○

タヌキ ○ ○ ○

キツネ ○ ○ ○

テン ○ ○ ○

イタチ ○

イイズナ ○

アナグマ ○ ○
アライグマ アライグマ ○ ○ ○

ツキノワグマ ○

ヒグマ ○
ジャコウネコ ハクビシン ○ ○
イノシシ イノシシ ○ ○
シカ ニホンジカ ○ ○

ニホンリス ○

エゾリス

シマリス ○

アカネズミ属の一種 ○ ○

ヤチネズミ属の一種 ○

カヤネズミ ○

ヌートリア ○

ノウサギ ○ ○

エゾユキウサギ ○

ネズミ

ウサギ

トガリネズミモグラ

コウモリ

ネコ

ウシ

ウサギ

ネズミ

イヌ

イタチ

クマ

リス

ヒナコウモリ

表 1 各道路横断施設における哺乳類相 
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DNAを用いた生息地分断影響予測モデルに関する研究 

Studies on the impact prediction model of habitat fragmentation using fecal DNA 
（研究期間 平成20～22年度） 

 環境研究部 緑化生態研究室 室 長 松江 正彦 
                                                    研究官 園田 陽一 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路事業における野生哺乳類の環境影響評価では、重要な種あるいは注目種が確認された場合には分布範囲を推定し、

ミティゲーション手段がとられる。しかし、分布範囲や移動経路は、痕跡調査や捕獲調査などにより得られる断片的な

データから推定しており、簡易にかつ高精度の調査手法の開発が求められている。さらに道路による分断において、ど

の程度の個体及び個体群間の交流が行われれば、保全目標とする種が存続可能であるのかといった予測評価手法の開発

も求められている。本研究では、DNA 分析により調査エリア内に生息するニホンノウサギ Lepus brachyurus の個体数、

性比の把握や個体ごとの行動パターンの把握、さらには生息地の分断化に伴うノウサギ個体群への影響を解明するため

に、DNA 分析の活用可能性を探り、道路事業における環境影響評価の新たな技術手法の方向性等を明らかにすることを

目的とした。研究内容としては、①糞抽出 DNA による個体識別、②ノウサギの道路横断施設の利用実態調査、③糞抽

出 DNA による個体識別結果による行動パターンの評価、④赤外線センサーカメラによる施設利用状況、⑤ノウサギの

餌植物の同定を行い、餌資源の分布、施設の配置とDNA による行動パターンの関連性を解析する。平成 20 年度までの

成果は、96 粒のノウサギの糞サンプルから DNA を抽出し、マイクロサテライトマーカーによる個体識別を行った。ノ

ウサギの餌資源の分布は、夏季は林縁から林内と多岐にわたるが、冬季は林縁や道路法面の植物に依存する。個体識別

率は 100％であり、13 個体（♂7 個体、♀6 個体）を識別した。さらに、H21 年度の成果では 16 個体（♂10 個体、♀

3 個体、性別不明 3 個体）が識別された。積雪期は、地域周辺に生息する個体が林縁に集中するため、林縁の糞をサン

プリングすることにより道路周辺の個体数を効率的に把握でき、道路両側の移動を把握することが可能である。 
 

歴史的風致形成に資する建造物等の保全・活用方策に関する研究 
Research on Conservation and Utilization of Buildings Contributing to Maintaining and Improving Historical Landscape 

（研究期間 平成20～22年度） 

 環境研究部 緑化生態研究室      室 長  松江 正彦 
        主任研究官  小栗ひとみ 
        研 究 官  阿部 貴弘 
 
［研究目的及び経緯］ 

平成20年5月に歴史まちづくり法が成立し、まちづくり行政と文化財行政が連携した歴史的風致の維持向上が推進され
ることとなった。平成22年2月現在、全国15都市が歴史的風致維持向上計画の認定を受け、地域の歴史・文化を活かした
まちづくりに取組んでいる。歴史まちづくりの推進にあたっては、地域特性を踏まえながら、歴史的風致を形成する主要
な要素である建造物等を適切に保全・活用・復元することが重要であるが、多くの自治体では、これまで歴史や文化に着
目したまちづくりの実践経験がなく、そのため建造物等の保全・活用・復元等に関する専門的な技術や知識を持った職員
を配置していない状況にある。また、建造物等の条件に応じた保全・活用・復元等の手法やプロセス、制度の活用方法等
に関する十分な情報も提示されていない状況にある。そこで本調査は、全国における歴史まちづくりを推進するため、地
域の歴史や立地条件等の地域特性に応じて、歴史的風致形成に資する建造物等を類型・整理するとともに、具体的な保全・
活用・復元等の手法やプロセス、さらにその実施にあたっての留意事項等について検討するものである。 
平成20年度は、歴史的風致の維持向上に向けて保全・活用を図るべき建造物等の事例調査を行い、各種事業・補助金等

の活用状況を把握した。平成21年度は、歴史的風致維持向上計画認定都市へのアンケート調査等を行い、計画認定の効果
や計画推進・事業実施における課題等を把握したほか、地域特性に応じて、歴史的風致形成に資する建造物等を類型・整
理し、具体的な保全・活用・復元等の手法やプロセスについて検討した。 
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公園樹木管理の高度化に関する研究 
Research on the improvement of the urban forest management 

             （研究期間 平成21～24年度） 
環境研究部 緑化生態研究室 室 長  松 江 正 彦
 主任研究官  飯 塚 康 雄
 研 究 員  久保田小百合

  
［研究目的及び経緯］ 

 公園緑地においては、取り巻く環境の変化や経年変化など様々な要因から、樹木の成長に伴う巨木化や過密化、土壌

の貧困化、病虫害による樹木の生育不良等が発生しており、根上りや倒木による障害にまで繋がることも少なくない。

今後、安全で安心した公園緑地の利用を促進するためには、樹木の適確な維持管理が重要であり、さらに、樹木が巨木

化、過密化することに伴って増加していく管理コストについては、明確な管理目標を設定した上での効率的な維持管理

を実施することによりコストの低減化を図る必要がある。 

平成21年度は、都市緑化樹木の一部の樹種において、樹齢の異なる樹木の形状寸法を測定することにより、経年的な

成長特性を把握した。また、樹木診断技術の高度化に関して、根系の伸長分布を非掘削で予測できる技術を確立するこ

とを目的として、電磁波や電気抵抗等による探査手法について試行し、その適用可能性を検討した。 

 

特定外来生物二次指定植物の防除手法に関する調査 
Research on vegetation management for controlling the invasive alien species 

（研究期間 平成18～22年度） 

環境研究部 緑化生態研究室      室  長  松江 正彦 
        主任研究官  小栗ひとみ 

部外研究員  畠瀬 頼子 
 
［研究目的及び経緯］ 

 特定外来生物の二次指定（平成18年2月）で、オオキンケイギクおよびアレチウリが指定され、その栽培、保管、運

搬、輸入等が規制され、必要と判断される場合には防除が行われることとなった。このうち、オオキンケイギクの防除

については、国内での管理実験などの研究例が少なく、効果的な管理手法を検討するための情報蓄積が必要となってい

る。一方、アレチウリは研究実績も多く、各地で駆除の取り組みが進められてはいるが、完全な防除は難しく十分な効

果が上がっていない。そこで、本研究においては、国営木曽三川公園かさだ広場における植生管理実験を通じて防除手

法とその効果の検証を行い、オオキンケイギクおよびアレチウリの効果的な管理手法をとりまとめるものである。平成

21年度は、抜き取り管理、刈り取り管理、表土はぎ取りによるオオキンケイギク植生管理実験を継続して実施し、オオ

キンケイギクの個体数の変化、土壌中の生存種子数の変化等のモニタリングを行った。これまでの調査により、抜き取

り管理は管理効果の発現が早く、オオキンケイギクの被度や開花を顕著に低減できるほか、管理の継続によって埋土種

子を減少させることができることが確認された。また、刈り取り管理は、株数を減少させる効果は低いものの、2月を

含む時期に刈り取りを行うことで開花を減少させる効果が見られた。 
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地域生態系の保全に配慮した緑化手法の開発  
Research on slope revegetation method for the conservation of regional ecosystem 

（研究期間 平成20～22年度） 

 環境研究部 緑化生態研究室      室  長  松江 正彦 

                            主任研究官  武田ゆうこ 

         研 究 官  久保満佐子 

［研究目的及び経緯］ 

 道路の法面緑化で利用される外来種は、生態系に影響を与えていることが指摘されている種が多く、それらに代わる

緑化手法が求められている。代替工法である在来種利用型緑化工法には、表土中の埋土種子を用いる森林表土利用工と、

周囲の植生からの種子の飛来等によってのみ緑化を行う自然侵入促進工であるが、両工法により成立する植生と法面属

性との関係は不明である。 

本研究では、在来種利用型緑化工法が行われている法面施工地の植生調査およびヒアリング調査を行い、これにより

道路法面における在来種利用型緑化工法に関するマニュアルをとりまとめることを目的とする。本年度は、全国的に在

来種利用型緑化工法が行われている施工地で植生調査を行った。植生と法面属性の明瞭な関係はみられず、地域による

違いが大きいことが予想された。 
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下水道管渠におけるストックマネジメント導入に関する検討調査 
Research on Application of Asset Management Approach to Sewers 

（研究期間 平成 18～21 年度） 
 
下水道研究部 下水道研究室 室   長 松宮 洋介 

Water Quality Control Department Head Yosuke MATSUMIYA 
Wastewater System Division 主任研究官 吉田 敏章 

 Senior Researcher Toshiaki YOSHIDA 
 研 究 官 深谷 渉 

 Researcher Wataru FUKATANI 
 研 究 官 福田 康雄 

 Researcher Yasuo FUKUDA 
 
Japan has invested heavily for the expansion of sewer network since the 1960’s. Although entire 
network installation has not completed, aging problems are appearing for the early laid sewers. As a 
result, annual road cave-in caused by sewer reached to more than 4,000 cases in recent years. Our 
research developed the methodology for appropriate sewer management by analyzing characteristics 
of sewer failure. 
 
［研究目的及び経緯］ 
我が国の下水道事業は、近年、下水道施設の老朽化問

題が顕在化している。特に管きょでは、下水管起因の道

路陥没が全国で年間 4,000件以上も発生する状況である。

一方、社会的情勢をみると、人口減少、少子高齢化の局

面に入ったことで、より一層の財政逼迫が予想され、料

金収入減少等により下水道経営に甚大な影響を及ぼすこ

とが懸念されている。したがって、厳しい財政状況の中、

事業の継続性確保と良好な下水道サービスを維持するに

は、維持・改築への投資増加を考慮した予算平準化や施

設の延命化等を図るとともに、国民の安全・安心の確保

に向けて、計画的かつ適正な管理手法を確立することが

重要である。 

本研究では、多くの下水道資産の中でも管きょに着目

し、まず管きょの埋設状況及び劣化の実態把握を試みた。

さらに劣化特性を考慮することで合理的な管きょ調査手

法と施設管理指標の確立に向けた検討を進めた。これに

より施設管理を「発生対応型」から「予防保全型」へ転

換させる検討を試みた。以下に、本研究の内容を示す。 

［研究内容］ 
1．管理残存延長・改築延長のデータベース整備 

（平成 18～21 年度） 

我が国における管渠の管理残存延長及び改築延長のデ

ータベースを整備するために、下水道事業を実施中又は

実施済みの都道府県、政令指定都市及び市町村を対象と

して、本省下水道部との連携によりアンケート調査を実

施した。 

2．改築事業量予測方法の構築に関する調査 
（平成 18～20 年度） 

我が国の管渠は、近い将来、本格的な改築期が訪れる。 
下水道管理者においては、改築事業費の確保並びに平

準化を目的とした、管渠の中長期の改築事業量の予測が

今後必要となる。本調査では、実態調査結果を基に作成

した健全率予測式を用いることで、老朽化の実態に即し

た合理的な改築事業量の予測手法の構築を行った。 
3．管渠の調査頻度に関する調査（平成 21 年度） 

 改築を要する管渠の特定には、膨大な量の調査・診断

が必要となる。実践においては、管渠の不具合が発生す

る確率及び重要度に応じた適切な調査頻度を設定する必

要がある。本調査では、RCM 手法の活用による、健全率

曲線を用いた望ましい調査頻度について検討を行った。 

［研究成果］ 

1．管理残存延長・改築延長のデータベース整備 
我が国における管渠の管理残存延長及び改築延長のデ

ータベースを整備するために、下水道事業を実施中又は

実施済みの都道府県、政令指定都市及び市町村を対象と

して、18～21 年度までの毎年度にアンケート調査を実施

した。各年度データは、前年度末時点における布設年度

別の管理残存延長及び改築延長、新設延長並びに改築延

長等が管種ごとのデータで整理されており、21 年度のア

ンケート調査では 1,608 団体から回答が得られ、管理残

存延長、累積の改築延長はそれぞれ 406 千 km、444km
であった。 
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2．改築事業量予測方法の構築に関する調査 
管渠の中長期の改築事業量を予測するためには、時間

経過とともに管渠がどのように劣化し、改築を要するよ

うになるかを予測（健全率予測）する必要がある。しか

しながら個々の管渠の劣化の進行度は、確率的な現象で

あることから、管渠全体をマクロ的に捉え、改築を要す

る管渠の割合により評価し、統計的に扱う方法をとった。 
健全率予測式の算出は、下水道管理者による管渠の診

断データに基づき、緊急度Ⅰ又は緊急度Ⅱと診断された

スパンを改築が必要な状態、緊急度Ⅲ又は緊急度なしと

診断されたスパンを健全な状態と定義し、経過年数に応

じた健全なスパンの割合を求めた。また、使用した診断

データは、改築されたスパンが捨象されるため、経過年

数に応じた改築がされていない管渠の割合を乗じること

により健全率予測式を求めた（図 1）。 

y = -0.0108x + 1.0557
R² = 0.8897
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25%

50%
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図 1 健全率予測式 
これにより、年度あたりに改築を要する管渠の割合は、

経過年数によらず一定と考えることができ、その割合は

約 1.08%であることが分かった。管渠の平均的な耐用年

数は 51.5 年（＝[1.0557／0.0108＋(1.0557－1)／0.0108]
／2）と計算され、法定耐用年数にほぼ等しい。また、図

2 の管渠布設延長を持つモデル都市（管渠総延長 406km）

を対象にして、健全率予測式を用いた場合（図 3）、法定

耐用年数を用いた場合（図 4）の改築事業量の予測を行っ

た結果、健全率予測式を用いることで、老朽化の実態を

踏まえた合理的な予測が可能で、かつ、改築事業量が平

準化されることにより安定した下水道経営に資すること

が分かった。 
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図 2 モデル都市年度別敷設延長 
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図 3 改築事業量予測（健全率予測式） 
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図 4 改築事業量予測（標準耐用年数） 

3．管渠の調査頻度に関する調査 
適切な管渠の調査頻度を導き出すために、信頼性重視

保全（RCM）において用いられる P－F 間隔に基づき検

討を行った。 
管渠全体をマクロ的かつ平均的（通常管理）に考えた

場合、危険率 5%に対応する重要管理及び危険率 1%に対応

する最重要管理の 3ケースを設定し、望ましい管渠内調

査頻度を定量化したところ、それぞれ、30年に 1回、15

年に 1回、10 年に 1回という結果が得られた。 

［成果の発表］ 
1) 松宮洋介、吉田敏章、福田康雄、「下水道管渠の改築事業量

予測及び不具合リスク評価」、土木技術資料 Vol.51, No.11、
(財)土木研究センター、平成 21 年 11 月 

2) 福田康雄、西尾称英、松宮洋介「下水道管きょの健全率を考

慮した中長期改築事業量予測に関する調査」、第 46 回下水道

研究発表会講演集、(社)日本下水道協会、平成 21 年 6 月 
3) 福田康雄、西尾称英、松宮洋介「管渠の劣化曲線に関する調

査」、第 45 回下水道研究発表会講演集、(社)日本下水道協会、

平成 20 月 6 月 
※他多数 

［成果の活用］ 
本研究の成果は、本省下水道部が開催する「下水道施

設のストックマネジメント手法に関する検討委員会」に

おいて、管渠管理に係る検討に活用されている。 
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下水管に起因する道路陥没の予防保全に向けた調査 
Research on Characteristics and Prevention of Sewer Sinkholes 

 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
下水道研究部 下水道研究室    室   長 松宮 洋介 
Water Quality Control Department      Head      Yosuke MATSUMIYA 
Wastewater System Division    主任研究官 吉田 敏章 
         Senior Researcher   Toshiaki YOSHIDA 

研 究 官 深谷 渉 
Researcher Wataru FUKATANI 
研 究 官 福田 康雄 
Researcher Yasuo FUKUDA    

 
    In Japan, sewer networks have been installed extensively for the last several decades.  They are aging 
and cause problems such as sewer sinkholes.  In this research, characteristics and prevention measures 
were studied by national survey to sewer municipal operators.  It was found that house connection laterals 
are blamed most.  A risk evaluation method by combination of AHP and statisitcial analysis was developed.  
 
［研究目的及び経緯］ 

昭和 40 年代以降、急速に整備が進められた下水道事業

は、近年、施設の老朽化が進みつつある。特に管きょ施

設は、約 41 万 km という膨大な延長を有する中、下水管

起因の道路陥没が年間 4,000 件以上も発生している。下

水道サービスを良好に維持し、地域住民が安全・安心で

暮らせる施設管理が求められている。 

 しかしながら、施設管理に必要な財源の確保は、人口

減少や少子高齢化の局面に入ったことで、一層の困難化

が見込まれる。道路陥没等のリスクを最小限に抑制しな

がら財源を確保する手法が必要である。 

 本研究は、全国で発生した下水管起因の道路陥没事故

を過去 3カ年にわたって実態調査し、陥没発生の特性や

発生頻度を解析した。その後、代表的な道路陥没事故を

抽出し、陥没発生時における被害規模の定量化を試みた。

加えて、代表都市から入手した管きょ内調査結果と下水

道台帳データ等を基に、道路陥没防止を目指した管きょ

内調査の優先度決定手法を検討した。最後に道路陥没状

況に関するアンケート調査やヒアリングを地方自治体へ

実施し、予防保全的な道路陥没対策について取りまとめ

た。以下に、本研究の主な内容を示す。 

［研究内容］ 

1. 全国実態調査に基づく道路陥没特性に関する調査  

（平成 19～21 年度） 

 全国で多発している下水管起因の道路陥没事故の実態

を把握するために、全国の下水道事業体に対してアンケ

ート調査を実施した。調査項目は、陥没発見月日、道路

種類、布設年度、土被り、原因施設、管種、人身及び物

損の有無、工事費用、通行止め状況等とした。結果は、

調査項目ごとに陥没件数を集計した。 

2. 道路陥没発生頻度の算出に係る調査（平成 19 年度） 

 原因施設ごとの陥没発生を把握するため、全国アンケ

ート調査結果から本管 100km あたりの陥没発生頻度を算

出した。発生頻度は、原因施設ごとの陥没件数を布設年

度ごとに分類し、布設年度ごとの管きょ管理延長で除し

た。原因施設は、以下の式（1）～（4）より「本管関連」、

「取付管関連」、「人孔関連」、「桝関連」に集約した。 

(本管関連) ＝(本管) + (本管と人孔の接続部) 

     + (本管と取付管の接続部)       式（1） 

(取付管関連) ＝(取付管) + (本管と取付管の接続部) 

+ (取付管と人孔の接続部) + (取付管と桝の接続部)  式（2） 

(人孔関連) ＝(人孔) + (本管と人孔の接続部) 

+ (取付管と人孔の接続部)    式（3） 

(桝関連)＝(桝) + (取付管の桝の接続部)          式（4） 

布設年度ごとの管きょ管理延長は、別途実施した全国ア

ンケート調査結果を活用した。算出した陥没発生頻度は、

原因施設別の陥没発生頻度と布設経過年数の関係として

整理し、図式化した。 

3. 陥没発生時の被害規模調査  （平成 19～20 年度） 

 道路陥没発生時での被害規模を把握するために経済的

被害額を算出した。経済的被害額は、代表的な道路陥没

事故を抽出し、「公共土木施設等の被害額（復旧費）」、「人

的損害」、「下水道サービスの営業停止損失」、「交通途絶

による波及被害」の合計とした。 
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4. 道路陥没防止を目指した管きょ内調査の優先度決

定手法に関する調査  （平成 20～21 年度） 

 道路陥没を未然防止する取り組みとして、不具合リス

ク評価による管きょ内調査の優先度決定手法を検討した。

不具合リスクは、スパン（マンホール間）ごとに「不具

合発生の可能性」と「不具合発生時の影響（重大性）」を

定量化し、それらを掛け合せることによって優先度付け

を評価した。不具合発生の可能性は、「ロジスティック回

帰分析」と「AHP 手法」を用いた。不具合発生時の影響（重

大性）は、AHP 法のみを用いた。ロジスティック回帰分析

は、管きょ内調査結果と下水道台帳項目の関係から不具

合発生の確率式を確立した。AHP 手法は、管きょ維持管理

に携わる政令市職員にアンケート調査を実施し、下水道

台帳項目以外の項目を説明変数とした評価式を確立した。 

 

［研究成果］ 

 主な研究成果の概要を以下に示す。 

1. 全国実態調査に基づく道路陥没特性に関する調査 

 平成18年度内に発生した原因施設別の道路陥没を基に、

発生月別の陥没状況を図‐1に示す。 
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図‐1 陥没発生月と陥没件数の関係 

本管、取付管、桝関連は、6月から 8月にかけて件数が

増加しており、比較的気温が高く、降雨量が多い時期に

陥没件数が増える傾向が把握できた。特に取付管が他よ

りも、この傾向が強くなっていた。 

2. 道路陥没発生頻度の算出に係る調査 

図‐2 に布設経過年数 75 年までにおける原因施設ごと

の陥没発生頻度と布設経過年数の関係を示す。 
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図‐2 陥没発生頻度と布設経過年数の関係 

指数近似式の相関係数が 0.71～0.87 となっており、ど

の原因施設であっても道路陥没は、布設経過年数ととも

に指数関数的に増加する可能性が示された。これにより

管きょの適正なストックマネジメントの必要性が強く示

唆された。 

3. 道路陥没防止を目指した管きょ内調査の優先度決

定手法に関する調査 

表‐1 に各不具合項目および管種別における不具合発

生の確率式結果を示す。取付管本数は、全ての不具合発

生確率式で説明変数となる結果を示した。またコンクリ

ート系統管（HP）は、陶管（CP）よりも多くの不具合項

目に対して式化できることが把握できた。 

式（5）に AHP 法による不具合発生時の影響（重大性）

の評価式を示す。各項目の係数は、「鉄道又は河川を横断

する管きょ」と「管径が大きい管きょ」が高くなり、定

量化に際して影響を及ぼしていることが明らかになった。 

 

表‐1 不具合発生の確率式結果 

不具合項目 管種区分 経過年数 取付管本数 土被り 定数項
全管種 0.066 0.071 -0.087 -1.253 27560

CP 0.080 0.175 -1.683 9591
HP 0.041 0.043 -0.643 15503

全管種 0.062 0.047 -0.264 -2.798 29379
CP 0.054 0.065 -2.461 11410
HP 0.050 0.049 -0.206 -2.890 15503

全管種 0.067 0.042 -3.125 29379
HP 0.057 0.044 -0.153 -2.714 15503

全管種 0.060 0.679 -2.983 29379
HP 0.035 0.056 0.585 -3.875 15503

全管種 0.062 0.098 -0.237 -3.927 29379
CP 0.076 0.107 -0.175 -4.697 11410
HP 0.057 0.087 -0.330 -3.376 15503

破損

継ぎ手ズレ

浸入水

取付管
突き出し

外的基準 説明変数の係数
分析データ数

全損傷

 

 

不具合発生時の影響（重大性）に関する評価式 

＝0.135×(商業地域又は工業地域の管きょ)+0.189×(防災上重要

な道路下の管きょ)+0.167×(幹線道路下の管きょ)+0.304×(鉄道又

は河川を横断する管きょ)+0.205×（管径が大きい管きょ）  式（5） 

 

［成果の発表］ 

本研究の成果は、主に以下のところで対外報告した。 

1) 松宮洋介・福田康雄他：下水道管きょ施設に起因する道

路陥没の特性に関する調査，第 45 回下水道研究発表会

講演集,（社）日本下水道協会,平成 20 年 6 月 
2) 松宮洋介・福田康雄他：下水道に起因する道路陥没の社

会的影響調査，平成 19 年度下水道関係調査研究年次報

告集，国土技術政策総合研究所,平成 20 年 6 月 

3) 松宮洋介・福田康雄他：下水道管渠施設に起因する道路

陥没の被害予測調査，平成 20 年度下水道関係調査研究

年次報告集，国土技術政策総合研究所,平成 21 年 8 月 

［成果の活用］ 

本研究の成果は、下水道管きょのストックマネジメン

ト導入に向けた検討に役立てられる。特に再構築実施の

優先度付け手法として大きく寄与できる成果である。 
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清掃履歴なしデータ近似曲線

y = 100e-0.9084x　　 R2 = 0.0217

清掃後データ近似曲線

（平均清掃頻度0.7回/年）

y =100 e-0.0936x　　 R2 = 0.1072
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効率的な都市雨水対策の計画手法に関する調査 
Evaluation of Intentional Exfiltration of Storm Water in Cleanouts and Gully Pots 

 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
下水道研究部 下水道研究室    室   長 松宮 洋介 
Water Quality Control Department     Head      Yosuke MATSUMIYA 
Wastewater System Division    研 究 官 遠藤 淳 

Researcher Jun ENDO 
研 究 官 藤原 弘道 
Researcher   Hiromichi FUJIWARA  

 
Intentional exfiltration of storm water in cleanouts and gully pots is considered alternative approach for 
control of CSO and urban flood.  It was studied on historical capacity decline, method to evaluate 
area-wide installations of such cleanouts and gully pots, and soil contamination by heavy metals.  Among 
the three topics, the main finding was that the historical capacity data showed considerable decline while it 
was recovered by jet and vacuum cleaning to some degree, showing cleaning is necessary. 
 
［研究目的及び経緯］ 

 都市雨水対策では、浸水という量的課題と合流式下水

道雨天時越流水、ノンポイント負荷（面源負荷）に代表

される質的課題が存在する。 

雨水浸透施設については、両者を同時に解決する手段

として導入が進められており、枯渇した湧水の復活に代

表される水循環の健全化なども加えて多面的な効果が期

待されている。 

一方で、導入にあたり依然として技術的に不明な点が

多く、「浸透効果の不確実性」、「地下水・土壌などに対す

る環境影響」などが懸念されている。 
本調査では、これらの懸念材料について定量的に評価

を行った。 
［研究内容］ 

1.雨水浸透施設の経年的な能力変化に関する調査 

（平成 19 年度） 

 目詰まり等により浸透能力の低下が懸念されることか

ら、東京都および政令市を対象として過去に実施された

経年変化調査データを収集し、その傾向を分析した。 

2.雨水浸透効果の面的評価手法に関する調査 

（平成 20 年度） 

浸透施設が設置された区域における面的な浸透効果を

評価するために、降雨量と雨水流出量のモニタリング結

果を流出解析モデルで解析することにより浸透効果を面

的に評価する手法を提案するとともに、ケーススタディ

を行った。 

3.地下水・土壌環境への影響に関する調査 

（平成 19～21 年度） 

ライシメータ(φ1.5m H=2m)に土壌(関東ローム)を充填

し、浸透ます(塩化ビニル有孔管φ100mm, (塩化ビニル有

孔管周りの)砕石φ200mm)を設置して疑似環境を造り、人

工的に調整した市街地排水を 80 回繰返し(全国平均年間

雨量の半分程度に相当)浸透させた。ライシメータからの

流出水(浸透水)について重金属を対象に分析を行うとと

もに、繰返し実験終了後に土壌分析を行い吸着量の分布

を把握した。 

なお、本調査は、北海道大学との共同研究として実施

した。 

［研究成果］ 

主な研究成果の概要を以下に示す。 

1.雨水浸透施設の経年的な能力変化に関する調査 

浸透ます 93 箇所、浸透トレンチ 23 箇所のデータが収

集され、調査期間は最大で設置後 20 年であった。 

個々の施設形状が異なるため、変化率（当初浸透量に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 浸透ますの浸透能力経年変化 
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対する比率）にて比較を行った。浸透ますの経年変化を

図－1に示す。なお、清掃とは高圧洗浄機と吸引洗浄車に

よる洗浄を示している。 

この結果、①個々の浸透能力は非常にばらつくこと、

②平均的には浸透能力は経年低下すること、③清掃しな

い場合には急激に浸透能力が低下すること（清掃の効果

と必要性）が示された。 

2.雨水浸透効果の面的評価手法に関する調査 

 流出解析については、分布型モデル（MOUSE）および集

中型モデル(修正 RRL法)で、さらに、分布型モデルにお

いては、浸透機能を 1)有効降雨モデル、2)一定量差引き

モデル、3)貯留浸透モデルの 3つの方法にてモデル化を

行い各手法の特徴と計算上の留意点を把握した。 

中央集中型 50mm/hrの降雨に対して計算した流出解析

の結果を図－2に示す。①分布型モデルではどの手法を用

いても、解析結果に大差がないこと、②集中型モデルで

は対象降雨規模に応じてパラメータを設定する必要があ

ることが示された。 

浸透ますの設置前の降雨・流出量データで構築した流

出解析モデルによる解析結果と比較することで任意の降

雨強度に対する浸透効果の算出が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 モデルによる解析結果の比較 

3.地下水・土壌環境への影響に関する調査 

浸透ますへの流入水とライシメータからの流出水（浸

透水）について、繰返し実験最後 10回（71～80回）の重

金属平均濃度を表－1に示す。 

表－1 流入水と流出水の水質（71～80回平均） 

 

 

 

 

アルミニウム（Al）、鉄（Fe）、銅（Cu）亜鉛（Zn）は

土壌吸着により大きく減少し、マンガン（Mn）はほとん

ど変化がなく、カドミウム（Cd）は非常に低い濃度域で

あるが若干の増加が観察された。その他、繰返し 50回を

超えたあたりから電気伝導度（EC）の上昇が観察され、

土壌のイオン（溶存態物質）吸着能力低下（吸着量の飽

和）によるものと考えられた。 

繰返し実験終了後の亜鉛の土壌吸着量分布を図－2に

示す。浸透ますの直下で吸着量が多く、周辺に向けて小

さくなっている。これは、懸濁態の亜鉛がます直下に存

在することによるものと考察している。 

以上より、①金属の種類により土壌への吸着量が大き

く異なること、②懸濁態では土壌内を大きく移動しない

こと、②溶存態では浸透水とともにある程度移動するこ

とが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 亜鉛の土壌中の吸着量分布 

［成果の発表］ 
本研究の成果は、以下のところで対外的に報告した。 

1)榊原隆・遠藤淳・田本典秀:効率的な都市雨水対策の計

画手法に関する調査，平成 19年度下水道関係調査研究

年次報告集，国土技術政策総合研究所,平成 20年 6月 

2)榊原隆・遠藤淳・藤原弘道:効率的な都市雨水対策の計

画手法に関する調査，平成 20年度下水道関係調査研究

年次報告集，国土技術政策総合研究所,平成 21年 8月 

3) 榊原隆・遠藤淳・田本典秀:雨水浸透施設の浸透能力

経年変化について，第 45 回下水道研究発表会講演

集,(社)日本下水道協会,平成 20年 6月 

4) 遠藤淳・田本典秀:雨水浸透施設の浸透能力経年変化，

土木技術資料,(財)土木研究センター,平成 20年 11月 

［成果の活用］ 

本研究の成果により、浸透能力の経年低下傾向と清掃

による浸透能力維持効果が明らかとなり、浸透能力の将

来予測資料としての活用が期待される。 
また、降雨量と雨水流出量のモニタリングと流出解析

モデルを組合せることで、設置区域全体での面的な浸透

効果を把握できることから、浸透能力のモニタリング、

事業効果の把握、浸透効果の雨水計画への反映を行うツ

ールとしての利用が期待される。 
最後に、重金属を含む雨水が浸透した場合の土中での

挙動特性が把握されたことから、このような場合におけ

る土壌・地下水環境への影響評価資料としての活用が期

待される。 

単位：μg/ℓ

Al Mn Fe Cu Zn Cd

流入水 810.2 32.4 1392 18.1 58.7 0.03

流出水 10.3 31.0 57 3.9 1.7 0.13

 

 

 

 

 

吸着量 
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亜鉛 

6-8(μg/g) 
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都市雨水対策における観測技術の戦略的活用に関する調査 
New strategy for Damage Attenuation of Urban Flood by Public Announcement 

 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
下水道研究部 下水道研究室    室   長 松宮 洋介 
Water Quality Control Department     Head      Yosuke MATSUMIYA 
Wastewater System Division    研 究 官 遠藤 淳 

Researcher Jun ENDO 
研 究 官 藤原 弘道 
Researcher   Hiromichi FUJIWARA  

 
Good management practices for damage attenuation measures of urban flood by public announcement were 
surveyed among sewer operators of Japanese major municipalities.  It was found that around 90% of them 
provide real time rainfall data to citizens, 40% made public flood hazard map, 20% key sewer water level on 
real time, and 20% real time operational data of pumping stations through the internet. 
 
［研究目的及び経緯］ 

平成17年度に下水道政策研究委員会浸水対策小委員会

にて「都市における浸水対策の新たな展開」が提言され、

既往最大級の降雨に対応するために、ハード施設のみで

なく、ソフト対策・自助の促進による被害の最小化が目

標として位置づけられた。 

しかし、内水ハザードマップ、幹線水位情報、ポンプ

運転情報などの自助を促進するツールの整備は、先進的

に取り組んでいる自治体もあるが、十分とは言えない状

況にある。このため、ソフト対策を進める際の見本とし

て先進事例の収集・分析を行った。 

一方で、豪雨時の雨水排除においては、その流出特性

を把握することが重要であるが、発生頻度が少ないため

必ずしも十分なデータが収集されていない。そのため、

過年度より継続的に下水管内流量観測を行った。 

［研究内容］ 

1.水害時の情報提供に関する調査（平成 19～21 年度） 

平成 19 年度に、政令市および東京都（以下、「大都市」）

の下水道管理者を対象に水害時の情報提供事例、自助を

促進するために必要と考える情報などの収集・分析を行

った。 

平成 20 年度は、大都市を対象に、自治体ホームページ

にて水害に関する防災情報（以下、「防災情報」）がどの

ように住民に提供されているかを収集分析した。 

平成 21 年度は、浸水シナリオを作成するとともに収

集・分析したデータをとりまとめた。 

2.都市雨水流出調査（平成 19～21 年度） 

表－1に示すとおり、同一市内に位置する住宅地および

商業地の市街地 2 地区にて、下水道雨水管内に面速式流

量計を設置し、流量観測を行うとともに近隣で雨量観測

を行った。 

なお、観測は平成 17 年度後半より実施しており、本調

査でも継続実施した。 

表－1 調査排水区の概要 

住宅地 商業地

2.34ha 6.67ha

不浸透面（屋根） 0.99ha (42％) 2.54ha (38％)

不浸透面（道路） 0.54ha (23％) 4.00ha (60％)

浸透面 0.81ha (35％) 0.13ha ( 2％)

10/1000～
50/1000程度

5/1000～
6/1000程度

φ600㎜ φ1100㎜

種別

地表面勾配

雨水管径

排水面積

地表面
状況

 

［研究成果］ 

主な研究成果の概要を以下に示す。 

1.水害時の情報提供に関する調査（平成 19～21 年度） 

 大都市の下水道部局を対象とした調査の結果、自助に

必要と考える情報は、降雨量（9 割の都市が回答）、内水

ハザードマップ（4割）、下水道管水位情報（2割）、ポン

プ稼働情報（2割）の順であった。 

 情報提供については、8割の都市で実施されており、そ

の内容は、防災情報（天気予報、降雨量、幹線・河川水

位、ポンプ運転情報）、浸水実績、洪水・内水ハザードマ

ップ、警報器の設置などであった。これらは、下水道部

局単独で実施しているのではなく、他部局や都道府県等

他機関と連携しているケースが多かった。 

 大都市を対象に、インターネット上の自治体ホームペ

ージでどのように防災情報が提供されているかを調査し

た結果の概要を表－2に示す。表中の数字は、該当する都

市の割合を示している。 
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1.防災情報ホームページ担当

　危機管理・防災部局 78% 　 広報部局 22%

2.防災資料の種類

　洪水ハザードマップ 94% 　 情報の活用方法 94%

　内水ハザードマップ 17% 　 避難方法 94%

　内水浸水実績 22%

3.防災情報の提供方法

3-1.気象情報

　自治体H.P上 50% 　 外部リンク 50%

3-2.雨量情報

　自治体H.P上 72% 　 外部リンク 28%

3-3.河川水位・ライブ映像

　自治体H.P上 39% 　 外部リンク 55%

　情報提供なし 6%

3-4.防災携帯メール

　自治体独自 33% 　 都道府県など 50%

　情報提供なし 17%
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表－2 自治体ホームページでの防災情報提供状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査対象の全ての都市で防災情報は提供されており、

危機管理・消防防災または広報部局が担当してまとめら

れていた。また、下水道・河川などの個別情報はリンク

によりアクセスするように構成されていた。 

防災資料は、内水についてはハザードマップ、浸水実

績とも事例は多くなかったが、情報発信されている場合

には、資料を有効に活用できるように、情報の解説、活

用方法および避難方法なども合わせて発信されていた。 

防災情報は、下水道施設については、排水ポンプの運

転情報が 1 都市で発信されていただけであったが、気象

状況、雨量情報は全ての都市で情報発信されていた。 

防災資料・情報が適切に提供されていたとしても住民

がそれを効果的に利用できなければ、災害を防ぐことは

できないことから、図上訓練をはじめとした防災訓練を

実施し、防災レベルの向上を図ることが重要であると考

えられた。 

 浸水シナリオの検討を行ったところ、内水氾濫（特に

局所的集中豪雨）を対象とした場合には、降雨開始から

浸水までのリードタイムがほとんど確保できないケース

が想定され、平常時からの備えが重要性であることが指

摘された。 

また、リードタイム確保のために、国土交通省で整備

している高性能レーダ（ＸバンドＭＰレーダ）などによ

る豪雨監視・予測の精度向上が期待される。 

2.都市雨水流出調査（平成 19～21 年度） 

観測結果のうち、平成 18 年 4 月から平成 22 年 2 月ま

でを対象に無降雨期間12時間を1つの降雨の区切りとし

て独立降雨を選定し、合わせて流量観測結果から各独立

降雨時の流量を積算して、流出率（＝総流出量／総雨量）

を算出した。 

住宅地、商業地とも 326 降雨を観測している。住宅地

における 60 分間最大降雨量と流出率の関係を図－1 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 60 分間最大降雨量と流出率（住宅地） 

図中の破線は不浸透面積率を表しているが、流出率は

これ以下の値が観測されている。これは、浸透域・不浸

透域の窪地の貯留効果、浸透域の浸透効果によるものと

推察される。 

過年度より継続実施していることから豪雨時のデータ

も蓄積されている。このため、観測は本調査で終了し、

今後は、流出解析モデル等を利用して豪雨時の流出特性

把握を行う予定としている。 

［成果の発表］ 
本研究の成果は、以下のところで対外的に報告した。 

1)榊原隆・遠藤淳・田本典秀：都市雨水対策における観

測技術の戦略的活用に関する調査，平成 19 年度下水道

関係調査研究年次報告集，国土技術政策総合研究所,平

成 20 年 6 月 

2) 榊原隆・遠藤淳・藤原弘道：都市雨水対策における観

測技術の戦略的活用に関する調査，平成 20 年度下水道

関係調査研究年次報告集，国土技術政策総合研究所,平

成 21 年 8 月 

［成果の活用］ 

水害時の情報提供に関する調査については、未実施の

自治体が先進事例を参考にすることでソフト対策が促進

することが期待される。同時に、実施している自治体に

おいても、今回作成した浸水シナリオを活用し、防災レ

ベル向上を目指した防災訓練（図上・実地訓練）などの

取組みの促進が期待される。 
都市雨水流出調査については、豪雨時の流出特性を把

握することでより精度の高い雨水排除計画の策定が期待

される。 

47



ビルピット排水による悪臭発生防止に関する調査 
Research on Control of Odor released from Wastewater pumped from Underground Pit to Sewers 
 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 
下水道研究部 下水道研究室    室   長 松宮 洋介 
Water Quality Control Department     Head      Yosuke MATSUMIYA 
Wastewater System Division    研 究 官 深谷 渉 

Researcher Wataru FUKATANI 
 
In the downtown of Japanese big cities, lots of buildings with underground floors are in place.  In order to carry 

wastewater from the underground floor to public sewers, pumps are used because underground floors are below the level 

of cleanout leading to public sewer.  In some pits, wastewater remains for many hours because entering wastewater 

amount is so small that pumps do not operate regularly.  This causes anaerobic reaction of wastewater in the pits.  

When the pumps start operating, corroded wastewater is discharged to public sewers releasing H2S gas.  The odorous 

gas comes up to the busy streets nearby through gully pots in combined sewer system or openings of manhole or 

cleanout covers in separate and combined system.  Lots of citizen complaints are coming to sewer operators for this 

problem. Our research tries to facilitate the enforcement of odor control law to solve the problem.  The owners of 

buildings with underground pits are subjected to the law.  Enforcing odor control law is the job of environmental affairs 

section in municipalities while the detection of problematic pits is made possible by sewer operators through the H2S gas 

detectors placed in cleanouts.  The problem has been neglected due to sectionalism and evasiveness.  Parameters of 

odor control enforcement in this problem are H2S concentration in wastewater or sensory dilution-to-threshold 

measurement for wastewater.  Our research focuses on the relationship between these enforcing parameters in 

wastewater and commonly measured H2S gas concentration in cleanouts.  The result is expected to be used for the 

smooth communication between sewer operators and environmental affairs section so that enforcement is duly 

conducted. 
［研究目的及び経緯］ 

 地階を有する事業所ビルなどでは、地階で発生したト

イレ排水や雑排水を一旦貯留するための貯留槽（以下、

ビルピット）を有する。ビルピットに貯められた汚水や

雑排水は、長時間貯留による腐敗により、下水道施設へ

排水される際に大量の硫化水素を放散させる場合がある。

硫化水素が発生すると、悪臭の発生により生活環境が悪

化し、都市イメージの低下を招くなどの大きな問題に

発展しかねない（図－1 参照）。また、硫化水素の発生

を放置しておくと、微生物作用により硫酸が生成し、

腐食により下水道管渠を損傷させ、道路陥没を誘発す

る場合がある。これらがいわゆる「ビルピット問題」

であり、特に大きな繁華街等を有する都市においては

下水道管理者を悩ませる深刻な課題である。 

 ビルピット排水に起因し下水道施設から発生する臭

気への対応としては、ピットの改造やポンプ運転手法

の工夫など、下水道管理者の指導に基づき、ビルピッ

ト管理者が臭気対策を施す発生源対策が複数の都市で

行われている。しかしながら発生源対策については、

従来、発生源の特定が難しい（多大な費用と時間を要す

る）、特定し改善を指導しても法的根拠や規制値が不明確

なためビル管理者側の対応が消極的等の問題があること

から、改善が進んでいないのが現状である。よって、効

果的かつ効率的に悪臭を防止するための対策手法の開発

が望まれているところである。 

 

P

汚水桝

H2Sgas生活環境の保全
（悪臭防止）

雨水桝

汚水桝

マンホール

※H2Sgas=硫化水素ガス

H2Sgas

H2Sgas
H2Sgas

・H2Sgasから生成した硫酸による

　管路損傷に伴う道路陥没事故の防止
・下水道施設の保全

ビルピット

図－1 ビルピット排水に起因する諸問題 
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［研究内容］ 

1. ビルピット排水の法的規制適用性（平成 21 年度） 

 ビルピットから下水道への悪質排水防止には、法的な

規制での対応が効果的である。ビルピットが原因の悪臭

規制に対応できる法律としては、下水道法、悪臭防止法、

建築物における衛生的環境の確保に関する法律があり、

各法律の適用可能性と問題点について整理した。 

2. 悪臭防止対策手法の提案（平成 21 年度） 

 マンホールや公共汚水桝等からの悪臭苦情に適用可能

な悪臭防止法について、下水道管理者が同法をうまく活

用しながら悪臭発生源となっているビル管理者へ指導す

る対策手法を検討した。 

3. ビルピット実態調査（平成 21～22 年度） 

 提案した対策において必要な、汚水桝の気相中硫化水

素濃度とビルピットにおける液相中の硫化水素濃度及び

臭気指数の関係について実態調査を行った。 

 

［研究成果］ 

主な研究成果の概要を以下に示す。 

1. ビルピット排水の法的規制適用性 

 下水道法、悪臭防止法、建築物における衛生的環境の

確保に関する法律の各法律に関し、ビルピット排水に起

因する悪臭規制への適用可能性や適用上の問題を整理し

た。この結果、悪臭防止法の適用が可能であることを環

境省に確認するとともに、問題点として①公的試験方法

は複雑かつ高額、②現場での測定が困難で即時判定が不

可、③悪臭は発生の場所や時間の予測が困難等を挙げた。 

2. 悪臭防止対策手法の提案 

 悪臭防止法適用上の問題に配慮し、①下水道担当者の

立入が容易、②計測が簡単で即時判定が可能、③臭気の

経時変化が把握できる等の条件を満足する対策手法を提

案した（図－2）。この手法は、簡易な拡散式硫化水素計

を下水道担当者が立入り可能な汚水桝に設置しガス濃度

を計測、その結果から悪臭防止法に抵触してるおそれが

あるかどうかを判定する。規制値超過を確認後、下水道

部局としてビル管理者に改善を要請し、改善の見込みが

ない場合は、下水道部局から環境部局に法的指導を公式

に要請するものである。 

3. ビルピット実態調査 

 図－3は、汚水桝の気相中硫化水素濃度とビルピットの

液相中集気指数の関係を示している。この結果より、ビ

ルピットの液相中臭気指数が悪臭防止法の規制値（Ｔ市

の例：28）を明らかに越える汚水桝の気相中硫化水素濃

度は、概ね 100ppm 以上であると考えられる。つまり、悪

臭発生源と考えられるビルの汚水桝で気相中硫化水素濃

度を計測し 100ppm 以上となれば、ビルピットにおける液

相中臭気指数は規制値を超える（法違反）と予想できる。 

 
［成果の発表］ 
本研究の成果は、以下のところで対外的に報告した。 

1)深谷渉・松宮洋介他：ビルピットから下水道施設への

下水排水による悪臭の発生，におい・かおり環境学会

誌，VOL41.№1,平成 22 年 1月 

2)深谷渉・松宮洋介他：ビルピット排水に伴う臭気苦情

への効率的対策に関する提案，下水道協会誌,VOL47.

№569,平成 22 年 3月 

 

［成果の活用］ 

本研究の成果は、既に一部の自治体において採用され

る動きがある。他都市においても、本手法が有効に活用

され、悪臭のない住みよい生活環境が持続するよう期待

するものである。 
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図－3 悪臭防止法違反判定図 
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下水道クイックプロジェクトの推進に関する調査 
Research on economical methods for sewer service expansion  

（研究期間 平成19～23年度） 

 下水道研究部 下水道研究室      室   長     松宮 洋介 
                           研 究 官     深谷  渉 
 下水道研究部 下水処理研究室            室   長     小越眞佐司 
                           主任研究官     平山 孝浩 
 
［研究目的及び経緯］ 

 平成20年度末の下水道処理人口普及率は約73％であるが、人口5万人以下の中小市町村は約44％にとどまっている。地域

間の格差が顕著であり、早急な格差の解消が求められる。しかしながら多くの市町村が人口減少、高齢化の進展、厳しい財政

事情といった課題を抱えている。こうした状況をふまえ国土交通省では、地域特性を踏まえた新たな整備手法の導入を進める

べく「下水道クイックプロジェクト社会実験」を実施中である。 

社会実験では、様々な観点から提案技術の性能評価を行い、今後、より多くの公共団体で提案技術が採用されるように問題

点の整理及び改良を行うこととなっている。平成21年度は、社会実験を円滑に実施するために自治体の技術的サポートを継続

的に行うとともに、「改良型伏越しの連続的採用」、「道路線形に合わせた施工」、「発生土の管きょ基礎への利用」の３技術につ

いて技術評価を終え、下水道クイックプロジェクト推進委員会へ報告し、一般的な技術として普及させることの了承を得た。

また、平成20年度に技術評価を終えた「流動化処理土の管きょ施工への利用」に関し、技術の一層の普及と適切な利用（品質

の確保）を図るために、採用時の手引き書となるべく、設計及び施工時の留意点を取りまとめた『下水道クイックプロジェク

ト技術利用ガイド（案）－流動化処理土の管きょ施工への利用－』を作成しホームページにて公表した。 

 

日本近海における海洋環境の保全に関する研究 
Research Initiative on Northwest Pacific Marine Environment 

（研究期間 平成20～22年度） 

 下水道研究部 下水道研究室      室   長     松宮 洋介  
                           主任研究官     吉田 敏章 

研 究 官     藤原 弘道 
 
［研究目的及び経緯］ 

 近年の日本近隣諸国に於ける著しい経済発展が見られる反面、渤海・黄海・東シナ海・日本海を対象範囲とする日本近海に

於いては海洋環境汚染が顕在化しており、平成20年に策定された海洋基本法に基づく海洋基本計画においてもその対策が重要

な課題となっている。 

 下水道整備によって東京湾等の閉鎖性水域における水質汚染問題の解決を図ってきた我が国の経験を活かし、平成21年度ま

でに窒素(N)・りん(P)・化学的酸素要求量(COD)の汚染物質を対象に、日本近海における海洋環境汚染状況、関係各国の陸域か

らの汚濁排出負荷量について、本研究中で構築したシミュレーションモデルを用いて把握を行った。また現況の汚染状況だけ

でなく、経済成長を考慮した将来シナリオをシミュレーション上で設定し、将来の汚濁負荷排出量についても把握を行った。 

 今後は算出された汚濁負荷排出量及び海洋環境予測結果を用いて、関係諸国が連携して取り組む「日本近海における海洋環

境保全提言案（仮称）」を提案するため、引き続き各国研究者間との情報交換等の連携強化を図っていく。 
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下水道管きょの調査・診断の基準化に関する研究 
Research on standardization of sewer survey equipment 

（研究期間 平成21～23年度） 

 下水道研究部 下水道研究室      室   長     松宮 洋介 
                           研 究 官     深谷  渉 
 
［研究目的及び経緯］ 

 我が国の下水道管きょは、平成20年度末現在で約41万㎞もの膨大なストックを抱える。下水道管きょは、昭和40年代以降

から急速に布設されたものであり、欧米先進国と比べれば若いものの、下水道管きょ及びこれに付随するマンホールや取付管

といった管路施設に起因した道路陥没は毎年約4,000箇所で発生しており、老朽化の問題が顕在化している。 

 よって、今後、高度経済成長期に集中投資した社会資本の高齢化・老朽化による事故や災害、維持管理費・更新費の急増が

懸念される。従来、管きょの損傷等不具合に対しては、個別・事後的に対処してきたが、事故や災害を未然に防ぎまたコスト

を抑制するためには、施設を定期的に点検・診断し、致命的欠陥の発生前に対策を講じる計画的維持管理が必要不可欠である。 

 しかしながら下水道管きょは、道路下に埋設することから地上から不具合が発見できないこと、管きょストックの７～８割

が人の入れない中小口径管であることから、目視できない部位、目視による評価が困難な変状に対する点検・診断技術は未熟

な状況にある。下水道管きょの高齢化・老朽化の現状から、これらを経済的かつ確実に点検・監視する技術の開発に早急に取

り組むことが不可欠である。 

 本研究では、下水道管路施設の点検に用いられる自走式TVカメラや劣化診断機器等の点検診断技術について、現状機器の使

用用途や構造・仕様、点検可能項目、調査適用範囲等の技術的特徴を把握、整理するとともに、今後目指すべき技術開発の方

向性について検討するものである。 
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都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携と温室効果ガス排出量取引に関する研究 
Research on greenhouse gas emissions levels and on collaboration between energy suppliers and consumers in cities 

（研究期間 平成21～23年度） 

 下水道研究部 下水処理研究室                        室   長   小越 眞佐司 
                                       主任研究官   平山 孝浩 
                                       研 究 官   山縣 弘樹 
 都市研究部  都市施設研究室                        室   長   西野 仁 
                                       主任研究官   高柳 百合子 
 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、研究成果として、(a) 連携技術の事例評価と適用可能な最新技術メニュー、(b) 連携技術の事業性診断に関する

指針、(c) 都市計画と排出量取引とのポリシーミックスのあり方の３つの指針等を作成し、温室効果ガス（以下「GHG」という。）

排出削減効果に関する連携プロジェクトの適正な評価と促進、並びに都市計画と協調した国内排出量取引の制度設計の検討に

資することを目的とする。 

また、研究成果として得られた指針等の活用により、各主体の個々の垣根を越えたGHG排出削減の取り組みがより促進され、

従来の単独公益事業または単独建物レベルのGHG排出削減に留まらない低炭素型の都市・地域構造の形成が図られることによ

り、地球温暖化対策に資するものである。 

下水処理研究室では、下水道と他事業のGHG 排出削減対策に関する連携事例、すなわち、炭化汚泥・消化ガスの供給や地域

冷暖房への熱源供給について、GHG 排出削減効果・技術的課題の情報収集･整理を行った。下水道と他事業の連携には使われて

いない下水汚泥処理技術の温室効果ガス排出量等の情報収集･整理を行うとともに、下水道・他事業相互連携への適用の可能性

に関する整理を行った。 

 

下水処理水の衛生学的安全性に関わる技術基準に関する調査 
Hygienic risk assessment of treated wastewater reuse  

（研究期間 平成17～22年度） 

下水道研究部 下水処理研究室 室   長  小越 眞佐司 
  研 究 官  藤原 隆司 

 
［研究目的及び経緯］ 

 下水道の普及に伴い、下水処理水は、修景・親水用水等への利用、河川流量の維持等、その水環境中での重要性が増してい

る。一方、原虫類やウイルス等、水系感染性病原微生物による健康被害が発生しており、下水処理水も、水環境における役割

に応じ、衛生学的安全性を確保することが求められている。本調査は、衛生学的安全性確保の観点から、下水処理水放流先の

水利用状況や再利用用途を踏まえた基準等を提案することを目的としている。 

平成21年度は、ノロウイルスとサルモネラ菌について、下水処理水の塩素消毒及びUV消毒の効果に関する調査を開始した。

また、消毒が必要ないとされる膜分離活性汚泥法のノロウイルスの除去性能に関する調査を開始した。さらに、新型インフル

エンザの発生に伴い、下水中における新型インフルエンザウイルスゲノムの存在状況を調査し、新型インフルエンザの流行期

においても下水中の濃度が低く、下水処理過程において除去されていることを明らかにした。 
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下水道による微生物リスク低減の評価に関する研究 

Evaluation of Microbiological Risk Reduction by Sewerage System  
（研究期間 平成20～22年度） 

 下水道研究部 下水処理研究室                       室   長    小越 真佐司 
                                      研 究 官    藤原 隆司 
 

［研究目的及び経緯］ 

 原虫類やウイルス等、水系感染性病原微生物による健康被害が発生しており、下水処理水も、水環境における役割に

応じ、衛生学的安全性を確保することが求められている。本研究は下水道による微生物リスク低減効果を定量的に評価

することによって、下水道の健康被害低減に果たす役割を、その機能レベルに応じて明らかにしようとするものである。 
 平成 21 年度は、ノロウイルスの分析手法に着目し、感染リスク低減効果の評価の精度を向上させるために必要な分

析手法の回収率特性を明らかにするとともに、感染性のないノロウイルスの検出因子（核から離脱した RNA など）の

除去手法の検討を開始した。 
 

下水処理場における地球温暖化対策の推進に関する調査 
Promotion of counter measures against global warming in wastewater treatment plants 

（研究期間 平成18～22年度） 

 下水道研究部 下水処理研究室                       室   長    小越 眞佐司 
                                      主任研究官    平山 孝浩 
                                      研 究 官    宮本 綾子 
                                      研 究 官    西村 峻介 
 
［研究目的及び経緯］ 

 京都議定書が発効し、下水処理場全体の温室効果ガス排出削減対策の必要性が増している。しかし、下水処理プロセ

スにおける温室効果ガスの排出実態に関する知見が少ない。また、高度処理の普及拡充が進みつつある中、生物学的窒

素除去によりN2O等の温室効果ガス発生量が増加する可能性が指摘されている。このため、温室効果ガスの排出削減を

考慮した下水処理施設の運転管理技術開発が求められている。当研究室では、水処理過程からの温室効果ガスの排出実

態を把握、排出特性を明らかにし、排出係数の確定、抑制手法の提案を行い、さらに下水道全般の総合評価としてLCA

への適用手法の提案を目的に検討を行っている。 

 本年度は、昨年度に引き続き、これまで未調査であったOD法などによる処理を実施している施設も対象としたN2O発

生量調査を実施し、処理方式や規模の異なる処理場についてN2O排出の要因について検討した。また、下水処理場への

LCA適用手法の検討を行い「下水道におけるLCA適用の考え方」としてとりまとめた。 
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下水道資源有効利用の推進に関する調査 
Promotion of utilization of sewage sludge and treated wastewater 

（研究期間 平成19年度～） 

 下水道研究部 下水処理研究室                       室   長    小越 眞佐司 
                                      主任研究官    平山 孝浩 
                                      研 究 官    宮本 綾子 
 
［研究目的及び経緯］ 

資源・エネルギーの消費に伴う環境負荷の増大により、地球温暖化が進行しているとされている。バイオマス等の積極的な

利用は地球温暖化対策の一つとして期待されており、下水道は下水汚泥・下水処理水などの資源・エネルギーポテンシャルを

有しているが、資源・エネルギーとしての利用は限られている。また、下水道は循環型社会の社会基盤として、健全な水及び

資源循環の創出を図っていく必要がある。このため、下水道の有する資源回収・供給機能を積極的に活用するための施策展開

が必要であり、施策の方向性の検討や実施状況のフォローアップ、見直しに必要となる下水道資源有効利用の実施状況に関す

るデータベースの構築が求められている。 

当研究室では、全国を対象とした継続的な下水道資源有効利用の実施状況データの蓄積を行い、さらに汚泥リサイクル率・

下水道バイオマスリサイクル率などのとりまとめを行っている。本年度は、平成20年度における下水道資源有効利用の実績に

ついてアンケート調査を行い、情報整理を行うとともに、平成20年度の汚泥リサイクル率・下水道バイオマスリサイクル率な

どをとりまとめた。 

 

地球温暖化対策としての下水処理水再利用の定量的効果に関する調査 

Quantitative Effect of Water Reuse as a Global Warming Control Measure  
（研究期間 平成20～23年度） 

 下水道研究部 下水処理研究室        室   長    小越 真佐司 
                                     研 究 官    山縣 弘樹 
                                     研 究 官    宮本 綾子 
 
［研究目的及び経緯］ 

 都市における水循環の健全化のため、再生水は消費地に賦存する水資源として有効活用が図られるべきであるが、雑

用水管路や再生処理設備などの新たな設備投資が必要になる等のため、普及が進んでいないのが実状である。本調査は、

再生水の利用の推進にあたり必要となる、利用用途の多様化と、その効果の定量化に関する知見の集積を目的としてい

る。21 年度は、下水道を介して行われる広域循環方式と個別ビル単位で行われる循環利用施設において現地調査を行い、

水処理・配水設備のライフサイクルの各段階における CO2排出量を試算した。その結果、個別循環施設からの利用水量

あたりの CO2排出量は広域循環からの排出量より大きい値となった。また、ポンプ等の負荷率や稼働時間について、よ

り詳細な調査を実施する必要があることが明らかとなった。 
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膜を利用した高度処理の推進に関する調査 

Promotion of Membrane using Advanced Wastewater Treatment Technology  
（研究期間 平成20～22年度） 

 下水道研究部 下水処理研究室        室   長    小越 眞佐司 
                                     研 究 官    藤原 隆司 
                                     研 究 員    西村 峻介 
 

［研究目的及び経緯］ 

 近年、普及拡大に伴う膜コストの低下と、廃水処理分野での膜処理技術の改良が進み、諸外国において膜処理技術が

下水処理分野に積極的に導入されている。特に膜分離活性汚泥法（MBR）は、国内の下水処理施設への導入実績も増え

ている。MBR は、施設をコンパクトにし改築更新の選択肢を広げること、比較的清澄な水質の処理水が安定して得ら

れ運転管理を省力化すること等が期待される。本調査は、MBR を一般的な処理方法として下水道法施行令等に位置づ

けることを視野に、必要な技術情報を整理することを目的としている。平成 21 年度は、MBR に関する国内外の運転管

理に関する情報を収集するとともに、下水道法施行令改正にあたっての実処理場を対象とした MBR の一般評価を終了

した。 
 

「アフリカ・サヘル地域の持続可能な水・衛生システム開発」 
Improving Sustainable Water and Sanitation Systems in Sahel Region in Africa: Case of Burkina Faso 

（研究期間 平成21～26年度） 

下水道研究部                              部   長    清水 俊昭 

       下水処理研究室                      室   長    小越 眞佐司 

研 究 官    宮本 綾子 

 
［研究目的及び経緯］ 

 地球規模気候変動の影響を強く受け，かつ貧困指数が最も高いサブサハラ・アフリカ地域のブルキナファソについて，

水と衛生の新しいシステムの開発と実証を国際水環境学院(2iE: International Institute for Water and Environmental 

Engineering)と共同して実施する。農村モデルと都市モデルについて要素技術（低価格コンポストトイレ，飲料水の太

陽熱加温・ろ過供給装置，雑排水処理／再生システム）の開発とパイロットプラントによる実証実験を実施し、社会シ

ステムの必要機能と地域文化適合方策についても検討する。これらにより、2015 年までに安全な飲料水と基礎的な衛生

施設を利用できない人々の割合を半減するとしたミレニアム開発目標達成に資することを目的としている。当研究室で

は、希釈した尿とコンポストの肥料としての評価とその流通システム、財政・法制度に関する検討を担当する。 

 今年度は、ワガドゥグ市近郊において現地調査を実施し、パイロットプラント設置候補地となっている村落の衛生設

備や水使用に関する情報収集と、上下水道公社で同国の下水道整備と上水の利用状況の聞き取り調査を実施した 
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維持管理水準の設定手法に関する調査 
Study on a standard of inspection and maintenance for flood control works 

 
河川研究部 （研究期間 平成 19～21 年度）

River Department 室      長 服部 敦 
河川研究室 Head Atsushi HATTORI 
River Research Division 研究官 延常 浩次 
 Researcher Koji NOBUTSUNE 
 研究官 福原 直樹 
 Researcher Naoki FUKUHARA 
 
Recently, while the large-scale flood damage and the like occurs frequently, safe relief is required the 

rivers management which is continuance possible.In such,it is important that we collect the data that 
the quality about the river was secured and accumulate to understand the state of the present river.   
The quality is to possess the data for which it has been secured, and we can understand and 

maintain the situation of the river accurately. 
 
１．調査の背景および目的 

近年、我が国において大規模な水害等の自然災

害が多発しているが、一方、高齢化などの社会的要

因に伴う地域の防災力の低下、水防体制の脆弱化

が進行している。このような中で、社会資本整備審議

会「安全・安心が持続可能な河川管理のあり方検討

委員会」提言では、限られた予算と人員・体制のもと

で、災害対策にかかる社会資本の整備と維持管理

について抜本的な戦略の見直しが不可欠であるとさ

れ、現在、河川整備計画及び河川維持管理計画の

策定に向け作業を行っているところである。しかしな

がら、河川は洪水により場が急激に変化する事や地

盤条件や堤体材料が不均一な事から、管理の具体

な数値化までには至っていない。 

 維持管理水準を設定するにあたっては、現状の河

川の治水機能の評価及び河道改修を考慮した、将

来予測が不可欠である。 

本調査では河道そのものや全国に多数存在する

代表的な治水施設である堤防を対象として、維持管

理水準の設定手法について検討するものである。 

当該調査では河川維持管理項目のうち、河道流

下能力の管理に焦点を絞り、流下能力算定に必要

な洪水痕跡及び河床材料調査データの品質確保手

法について検討するとともに、別途開発している水

理水文解析ソフト共通基盤（以下、「Common MP」と

いう。）上で河道水理解析ツールを実施可能とする

ためのインターフェイス設定の検討を行った。 

 

２．調査方針 

 河道の維持管理において最も重要な河道流下

能力の把握を行うために必要となるデータは、流

量・水位等の①水文データ、②河道の縦断横断デ

ータ、洪水時の縦断水位を計測した③洪水痕跡デ

ータ、河道の粗度係数を算定する為に必要となる④

河床材料データ、洪水時の流向や死水域を設定す

るために必要となる⑤航空写真等のデータ及び⑥

河道内樹木群のデータである。特に③、④、⑤は不

定期に実施されまた、データの品質確保のためのチ

ェック体制が整っていないことから、その品質確保体

制及びそれらデータの蓄積体制を検討した。 

 

３．調査成果 

３．１．データの品質確保体制の検討 

 本調査での発注から納品までのワークフローを

図－１示す。従来は、完了検査時に発注者によっ

て品質確保の確認が行われていたが、今回は、品

質確保の確認を第三者が行うことでデータの品質

のさらなる確保を行う事とした。第三者は、発注者

から送付されるデータをデータベースに仮登録し

品質チェックを行い、受注者に確認証を交付する

事とした。これらのデータは、必要項目の調査が確

実に行われミス無くデータベース化され蓄積され

ていく必要があることから、入力プログラムを整備し

配布する事とした。また入力されたデータを第三者

が一元的に管理する事で、データの確実な蓄積と

離散防止を図る事とした。更にこれらのワークフロ

ーを実施するため、設計業務共通仕様書、特記仕

様書、土木設計業務等の電子納品要領の改訂を

行い、必要となる作業を明確化する必要がある。 

 そこで、設計業務共通仕様書に河床材料調査に 
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関する記述の追加、特記仕様書に使用する技術

基準として河床材料調査ガイドライン、洪水痕跡

調査ガイドラインの明記、第三者のチェックの実施

と内容証明の添付、土木設計業務等の電子納品

要領に河床材料調査ガイドライン、洪水痕跡調査

ガイドライン、航空写真に係わる電子納品ガイドラ

インを明記し、ワークフローの確実な実施体制の

整備を検討した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．２．データの品質チェック方法の検討 

１） 洪水痕跡調査のデータチェック 

①近傍水位観測所のピーク水位との比較検証 

    近傍水位観測所の水位計測結果と比較検証

することで、データの品質の確認を行う。 

    判断基準は、フルード数－水位計の波による

振れ幅を元に判断する事とした。 

② 上下流の痕跡水位による検証 

痕跡の上流水位が下流より必ず高くなるという

前提の元、縦断的に不整合が生じていないか確

認を行う。(上下流間で河道特性が変化する場

合は除く)  

③ 不等流計算値との比較 

近傍の観測所において、過去最大の流速及

び低水路満杯流量時の流速を用い不等流計算

を実施し、痕跡水位が両者の間にあるか検証を

行う。  

④ 湾曲部の水位差推定式による水位差、砂州

による水位上昇 

湾曲部における水位差推定式により左右岸の

水位差を計算し、痕跡水位との比較を行う。 

２）河床材料調査のデータチェック 

 同一セグメント区間のデータを用いて、セグメント

区間における平均的粒径曲線を求め 60%通過粒

径 d６０を算出する。 

①代表粒径とセグメント区分粒径の比較 

当該地点のセグメントの粒径範囲に、d６０が該当

しているか確認を行う。 

②代表粒径の妥当性の検証 

乖離が大きい試料より順次取除き平均粒径を

算出し、平均粒径の変化から異常値の同定を行

う。 

 

４ インターフェイス設定の検討 

品質が確保されたデータを使用し、河道流下能力

を算定するため Common MP に実装されている河道

水理解析ツール（準二次元不等流解析）で計算でき

るよう、インターフェイス設定の検討を行った。各デ

ータが計算条件の要素ファイルに取り込まれる様、

定義づけを行った。 

 

５ 成果の活用 

河川管理者は、これらデータの品質を確保の上、

的確に収集し、管理目的にそぐった体系的な編集を

行い、また、これらのデータを反映した水理解析等を

実施することで、河川の状況を的確に判断し、維持

し、実施結果を維持管理計画に反映する一連の流

れを、維持管理データベースを中心に構築すること

で、サイクル型維持管理の実施が可能となる。 

図１ 検討した発注から納品までのワークフロー

図２ データ品質確保チェックフロー 
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河川堤防の安全度評価に関する調査 
Study on safety assessment method for river levees 

 

河川研究部 （研究期間 平成 20～21 年度）

River Department 室      長 服部 敦 
河川研究室 Head Atsushi HATTORI 
River Research Division 研究官 福原 直樹 
 Researcher Naoki FUKUHARA 
 研究官 延常 浩次 
 Researcher Koji NOBUTSUNE 
 
To investigate weak parts in the river levees, it is necessary to evaluate safety in vertical section. In this 

study, we examined it by using geophysical surveying. The weak point part in the river levees was able to 
be detected. However, it was difficult in specific conditions. 
 
１ 研究の背景 
平成 21 年度末をもって、全国一級河川にお

ける河川堤防の浸透に対する安全を確保する

ための詳細点検（以下、「堤防詳細点検」とい

う）が完了した。堤防詳細点検とは、浸透に対

する安全性が低いと考えられる箇所にて、ボー

リング調査を行い、その結果を用いて、浸透流

解析及び安定性計算を行い、安全性の判断を行

うものである。しかし、現状としては、照査を

実施した箇所と、実際の被災箇所が一致してい

ないという問題が生じており、堤防の弱点箇所

の更なる絞込みの手法が必要となっている。 
 
２ 研究の目的 
堤防のような長大な線上構造物に対して、地

質データは点（ボーリングデータ）しかなく、

縦断的に地質構成を表現するには情報が少な

い。そのため、一連区間にて安全性が最も低い

と思われる箇所の抽出を抽出することは非常

に困難となっている。物理探査の技術を河川堤

防へ適用し、ボーリング間の情報を補間する観

点からの研究は、土層との関係や土質の緩み等

の知見が蓄積されており、安全性照査を行うに

あたっても、有効なデータと成り得るという知

見は蓄積されつつあるが、本研究においては、

物理探査を河川堤防へ適用し、弱点箇所の絞込

み実施が可能か、という観点にて実施したもの

である。 
 河川堤防で利用された実績のある物理探査

の調査手法は複数あるが、過去の知見により、

探査深度や水平分解能等を評価した、河川堤防

における物理探査適用の評価結果が明らかに

なっている。そこで、過去の知見を考慮し、本

研究における物理探査手法を、表面波探査と比

抵抗電気探査に設定し、適用性の検討を行った。 
 

３ 物理探査技術の適用 

本研究においては、2 河川を研究対象とし、

物理探査を実施した。A 川は、東北地方の河川

であり、平成 19 年 9 月に計画高水位を超える

大出水があり、直轄区間内の数カ所で、法崩れ

や噴砂を伴う漏水により被災を受けた河川で

ある。一方、B 川は九州地方に流れる河川であ

り、平成 21 年 7 月末の豪雨にて計画高水位を

超える出水が生じ、川裏法尻崩落及び漏水によ

る被災を受けた河川である。A 川では、噴砂を

伴う漏水のあった距離標左岸 15k～17k 区間

の天端及び堤内側法尻の 2 測線を、B 川では漏

水 及 び 裏 法 崩 れ が 生 じ た 距 離 標 左 岸

6k070~8k300 区間にて、裏法尻、裏小段、天端、
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表小段、表法尻の最大 5 測線（現場状況によっ

て、測線数は異なる）にて物理探査を実施した。 

 

３．１ A 川を対象とした弱点箇所の検討 
 本研究では、物理探査で得られた物性値を用

いて定量的な評価を行うことを試みた。具体的

には、本調査結果及び本調査区間内の既存ボー

リング（17k）を用いて、各測線（天端及び小

段又は法尻）において閾値の設定を行った。（図

-1） 使用した既存ボーリングの土層構成は、

上層から堤体土である緩い砂質土（N 値 4～5
程度、a 層）、基礎地盤上面に存在する礫混り

の緩い砂層（N 値 9～10 程度、b 層）及び基礎

地盤下面の比較的締まった礫質土層（N 値 25
程度以上、c 層）に分割される。 

 
設定した閾値により表示した縦断面図例を

図-2 に示す。図-2（堤内側法尻または小段）で

は、被災位置に b 層（礫混りの緩い砂層）と同

様の物性値を持つことが認められた。被災位置

に存在する b 層が及ぼす被災への影響につい

ては検証を行う必要があるが、堤防詳細点検で

は発見できなかった、堤防の弱点箇所となり得

る、礫混りの緩い砂層と思われる箇所を検知す

ることができた。 
 
 

 

 

３．２ B 川を対象とした弱点箇所の検討 
 A 川の検討にて、被災箇所に周辺とは異なる

物性値の土層が検出できた事を受け、B 川で実

施した測線に対しても、同様の手法を用いて検

討を行った。閾値設定には、堤防詳細点検時の

ボーリングデータを用いた。その結果、閾値設

定に用いたボーリング箇所周辺に関しては、物

性値が得られたが、縦断距離が 14m 程度離れ

ると、閾値として設定できない範囲の物性値が

広く存在している結果となった。B 川では縦断

的な土層分布の判別が困難な結果となり、本手

法での、堤防の弱点部絞込みは難しいとの結果

であった。上記の結果となった理由としては、

2 点が考えられる。1 点目は、堤防の土質がほ

ぼ一様であったため、表面波速度の値に幅が見

られない事である。堤体部の表面波速度におい

て、換算式上、N 値=5 を示す 160（m/s）以下

の数値が全体の約 40％を占めており、更に値

の幅も殆ど認められない。既往のボーリングか

らは、N 値 5 以下が主の堤体と読み取ること

ができ、値としては妥当な結果といえるが、表

面波速度値と比抵抗値、2 つの値を用いる統合

物理探査の適用は難しかった。2 点目は、基礎

地盤以下の標高における比抵抗値が低い値を

示していることである。B 川は天井川であるた

め、地下水位も高い傾向を示しており、通常基

礎地盤面から1m程度下に地下水位面があると

見られている。水は比抵抗値を下げる事から、

B 川においては、基礎地盤部の比抵抗値が低い

値を示しているのは妥当な結果と考えられる。 
 
３ まとめ 
本研究において、物理探査を用いた弱点箇所

の抽出は、土層の観点から、発見することが可

能との結果が出た一方で、発見が難しいとの結

果が出た河川もあった。発見が難しい条件とし

ては、地下水位面が基礎地盤面に近い堤防及び

N 値が小さく、土質がほぼ一様な堤防の条件で

あると想定された。今後は、他の手法の適用を

含め、解析を継続し、統合物理探査が有効であ

る条件を明らかにする必要がある。 

図-1 閾値設定手法 

図-2 閾値設定による土質分布 
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河道改修に伴う局所洗掘等の危険度評価手法に関する検討 
Estimation with quasi-2D flow calculation of river deformation after bed excavation 

 

河川研究部 （研究期間 平成 21 年度）

River Department 室 長 服部 敦 
河川研究室 Head Atsushi HATTORI 
River Research Division 研究官 武内 慶了 
 Researcher Yoshinori TAKEUCHI
 
To confirm the applicability of river deformation estimating with quasi-2D non-uniform flow calculation, 

we investigate relationship of river actual variation and longitudinal profile of friction velocity ratio of after 
to before river bed excavation. In the result, reach-scale profile of the ratio gives acceptable agreements 
with actual river bed deformation after excavation. 
 

１ 背景および目的 
現在，河道計画立案時点においては，準 2 次

元不等流解析法を用いて改修計画断面が設定

されており，そこで得られる摩擦速度を基に河

床の安定性を簡易的に検討し，必要に応じて河

道形状等へとフィードバック（再設定）する方

法が取られている．この河床安定性の評価につ

いては，基本的な考え方・目安が示されている

ものの，河道掘削後の出水によって局所的な河

床変動が顕在化し，周辺構造物の治水機能に影

響する事例が複数報告されていることを踏ま

えると，その改善が必要である． 

このようなことから，著者らは，過去に大規

模な河道掘削が行われた五ヶ瀬川水系北川に

おいて生じた顕著な河道変化を対象として，ま

ず河道水理特性の河道掘削前後の変化とそれ

に伴う河床変動特性の変化との関係について

調べ，そこから得られる結果を基に，河道改修

形状の妥当性を確認するための一次診断手法

を提案する．そこでは改修計画河道において，

同手法を適用し，河道変化予測を試みており，

その適用性と限界についても言及した． 

 
２ 検討内容 
２．１掘削前後の水理縦断特性と河床変動特性 

図-１に激特事業前，途中段階，完了後（1997.9

～2003.3 河道）の水理諸量の変化を示す．河道

掘削①～②の進捗に伴い，段階的に水位が低下

している．河道掘削が実施されていない 11.0
～12.0k.p.の区間は，縦断的には相対的に河床

が高くなるため，2003.3 河道の水位はそのよう

な河床高に合わせた縦断形状となっている．こ

れにより，掘削前は的野地区周辺に位置してい

た水位勾配急変部が，本村地区湾曲部の直上流

部（11.6～12.0k.p.）に移動した． 
摩擦速度に関しては，2001.3 河道では 1997.9

河道と比べてほぼ同様な値，縦断形状となって

いるのに対して，2003.3 河道は変動量が大きく，

縦断分布も鋭敏に増減する区間（同図，11.4～
11.8k.p.の矢印）が一部現われている．これら

の変化は，1997.9 河道と各河道の水位縦断勾配

の違いに対応しており，特に河道掘削②が水位

縦断形の変化に大きな影響を及ぼしているこ

とが分かる． 
激特事業期間中においては，人為的な河道掘

削①以外には，河床高の大きな変化が見られな

かった．これは，摩擦速度の縦断形状が安定的

な河道と見なすことができた 1997.9 河道とほ

ぼ同じであるためと推察される．一方，事業前

と同程度の最大外力を受けた事業完了後の河

床変動量は，図-２上図（2003.3～2008.1）に示

すように，激特事業着手前（1990.7～1997.9)
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図-１ 激特事業前後の河道水理特性の変化（平均年最

大流量流下時） 
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図-２ 激特事業前後の河床変動特性の変化と摩擦速

度の変化率の関係（上図の実線は 50m 間隔，

点線は 200m 間隔の横断測量実施区間） 

と比べて全体的に変動幅が大きく，事業着手前

は河床上昇傾向を示した区間が転じて河床低

下しており，河床変動特性が大きく変化した． 
２．２摩擦速度縦断分布を用いた簡易的な河床

変動予測法の適用性とその限界 

図-２下図に，1997.9 河道の摩擦速度を基準

とした 2003.3 河道の摩擦速度の変化率を河床

安定の簡易的な判断指標となっている±15%
の基準ラインとともに示した．2003.3 以降の河

床高変動量の縦断分布と合わせて見ると，縦断

的に 1km 程度のスケールで現われる変化率の

増減区間と河床低下・上昇区間が概ね対応して

いることが分かる．摩擦速度の縦断形状では不

明瞭であった 9.0～9.8k.p.区間においても，そ

の傾向が明確に現われている．このように基準

ラインのみにとらわれず，リーチスケール程度

の縦断形状から河道掘削後の河床変動を予測

する（読む）ことが重要である． 
上述した方法を改修計画時点の河道変化予

測に適用する．1997.9 河道の横断形状を基に設

定された改修計画河道における平均年最大流

量流下時の水理諸量縦断分布は，激特事業完了

後の 2003.3 河道と概ね一致しており，改修計

画河道の摩擦速度の変化率も 2003.3 河道とほ

ぼ同じ縦断分布を示している（図-２下図）．こ

のため，上述したような考察を通じて，河床低

下・上昇区間あるいは顕著な河床変動が生じ得

る縦断的な位置を概ね想定することが可能で

あると考えられる．これに従えば，本村地区湾

曲部とその直上流部は着目すべき区間の 1 つ

となる．実際に当該区間においては，1～1.5m
の河床洗掘等の治水機能への影響も懸念され

る現象が生じており，危険箇所の 1 次抽出方法

としての基本的な有効性を有している．しかし

ながら，平面的な河道変化を説明できる要素は

基本的に含まれていないため，このような湾曲

部区間に対しては平面的解析が必要である． 
 

３ 今後に向けて 
今後は，河床変動の顕在化した他の事例につ

いても分析を進めるとともに，顕著な河床変動

を抑制する河道掘削方法等についても検討し

ていく予定である． 
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河道の変状検知機器を活用した河川管理手法に関する研究 
Research on River Management utilizing Damage Detecting Equipments for River Administrative Facilities 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 
 河川研究部 河川研究室         室 長  服部 敦 
 River Department         Head     Atsushi HATTORI 
 River Division                          主任研究官  菊森 佳幹 
           Senior Researcher  Yoshito KIKUMORI 
 
Extension of River administrative structures such as levees and revetments are considerably 

long and most of them are submerged in water or lie under the ground.  Therefore, they require 
quite large cost for maintenance and operation.  Damage of these facilities during flood time 
sometimes causes levee breaks and countermeasures should be taken immediately.  Detecting 
equipments for damage of these facilities are developed in fact.  However, their installation and 
operation methodology is not clear.  Some of them do not provide expected performance.  So, we 
studied evaluation method for performance of these equipments and effective river management 
utilizing these equipments in this research. 
 
［研究目的］ 
 河川堤防や護岸等の河川構造物は延長が長く、その

大半は水中あるいは土中に没しているため、その適切

な管理水準の維持には多大なコストを要する。出水中

の堤防の変状は直ちに破堤につながる可能性があり、

早急な対応が必要となる。また、河床変動等の河道の

変化・変状は、流下能力の低下や護岸基礎の弱体化に

つながるため未然に検知またはモニタリングして、対

応することが望ましい。これらの河道・河川構造物の

変状を検知する機器は各種開発されており、すでに現

河川に導入されているものもある。しかしながら、変

状測定の精度や適用範囲、使用上の留意事項等は明か

にされておらず、所定の性能を発揮していない事例も

多々見受けられる。そこで本研究では、これらの変状

検知機器の評価手法を確立するとともに、これらの機

器を効果的に用いた河川管理手法の検討を行うことと

する。 

 

［性能評価項目］ 

既往の調査及び本研究課題において調査した実河

川における変状検知機器の導入事例は表－１のとお

りである。河道（河床）及び堤防、河川構造物に対し

て、目視では判断できない洪水時等の変状を事前に察

知し、河川管理の高度化につなげようというものであ

る。このため、本研究課題では、治水施設の根幹であ

る堤防及び堤防の安全のために設置されている護岸・

根固め工等の河川構造物を対象に、洪水時の緊急補修

処置及び避難情報の提供等の危機管理対応に活用する

ことに焦点を当て、河川構造物の変状を検知するため

の変状検知機器に必要とされる性能評価項目及び指標

について検討し、表－２のようにまとめた。 

 

表－１ 変状検知機器の導入事例 

対象施設 設置目的 対象河川 設置地点

G
S

0.6,4.0km

1.8,3.2,3.6km 礎

右岸（204.8km）
左岸（153.8km）

右岸（204.8km）
左岸（153.8km）

安倍川
左岸
（6.5,8.0,12.75km）

水制工（玉石・根固ブロック）の検証 利根川 右岸（73.9km）

堤防の安全性検討のための基礎データ収
集

阿賀川 右岸（23.8km）

砂州の形成、移動メカニズムの解明 姫川 7.0km

手取川 左岸（6.2～7.3km）

常願寺川
左岸（13.5～14.6km）
右岸（13.1～13.7km）

礎

庄内川 左岸（8.4km）裏法面 N

肱川
左岸（15.59～15.80kp）
裏法面

住

串良川
左岸（3k700m～4k000m）
裏法面

木津川 左岸（5.0,5.3km）

嘉瀬川
右岸（10km）
左岸（8.83,11.4km）

K

今後の河道管理のために試験的に設置 天竜川 右岸（204.8km）

施設老朽化のため、挙動監視を実施 雄物川
水門
右岸（2.4km）

近接工事が橋脚に与える影響を調査する
ため

荒川
橋脚（ＪＲ）
左岸（22km）

浸透による堤防崩壊の前兆を捉える目的

堤体内及び基礎地盤水位の計測

堤防

河川
構造物

天竜川

河道
（河床）

洪水中の河床変化の観測

堤防浸食の早期発見

1.0,2.0,5.0,7.0km姫川

庄川
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表－２ 性能評価項目及び性能指標 
利活用目的 ・河川管理（危機管理）　・施設の緊急補修　・避難情報の提供　など

・堤防、護岸等が破壊される前兆が計測できること

・タイムラグなく河川管理者に上記情報が伝わること

・洪水時の水理状況に対してもセンサが上記性能（侵食、洗掘を例として）を確保できること

耐水圧・防水 耐衝撃性 耐候性 耐久性(耐用年数)

要求事項

危険となる"しき
い値"に達したか
どうか判断でき
ること

"しきい値"に達
したことをタイ
ムラグがなく、
迅速に確認でき
ること

洪水時の水圧に
耐え、水浸して
も作動すること

砂礫等が衝突し
ても作動が停止
しないこと

温度、湿度及び
水質が変化して
も作動すること

長時間放置して
も作動すること

性能指標
深さ、長さ
（m、cm）

時間
（分）

水圧
（hPa）

衝撃強さ
（kg･m）

温度、湿度
（℃、％）

耐用年数
（年）

洪水時の水理状況等に対しての耐久性

要求される性能

性能評価項目 精度・分解能 発信速度

 

 
［変状検知機器の課題］ 

現状調査の結果以下のような課題が抽出された。 

・流出したセンサーは、再設置が必要（フロート式侵

食センサー） 

・電池寿命が短い（保証期間：５年） （フロート式侵

食センサー） 

・ データのバラツキがあり、精度に不安（超音波セン

サー） 

・ センサーの支柱で局部洗掘が発生、流木対策必要（超

音波センサー） 

・ センサーと受信機間での断線により欠測（超音波セ

ンサー） 

・ 索道利用のため、強風下での作業は危険を伴う（地

下レーダー） 

・ 侵食を受けた後は再設置が必要（光ファイバー）  

・ 注意・警戒の設定値に基準がないため、設定値の妥

当性に疑問（光ファイバー） 

・ 振動により誤報が発生する（傾斜計） 

 
［変状検知機器導入・活用のための検討］ 

堤防の決壊に至る変状を事前に察知し、効率的な緊

急工事や水防活動、避難のための情報提供に資するた

め、洪水時に生じている河川構造物の各種変状や変状

検知機器に要求される標準的な性能等を示し、河川管

理における変状検知機器の導入・普及を支援するため

「河川構造物の変状検知機器に関する技術資料（案）」

をまとめた。本技術資料では、破堤につながる危険度

（表－３）を定めた上、それに対応するように変状検

知機器の具体的な設置方法を示している（図－４，５）。

本技術資料の目次は下記の通りである。 

１．概要 

２．変状検知機器に求められる性能と評価方法 

３．変状検知機器導入による高度な河川管理の展望 

４．変状検知機器の合理的配置計画 

５．変状検知機器の事例 

 

表－３ 危険度レベル 

5 堤防決壊 堤防決壊

4
堤防に何らかの
変状が生じた状
態

・堤防の侵食
・堤防と一体となった護
岸工（法覆工、基礎工）
の変状

3 設計上、安定とみ
なせない状態

【単断面】
安定とみなせない状態
となる河床洗掘
【複断面】
・低水護岸の変状
・高水敷の侵食

2
河床洗掘が進行
しているが安定と
みなせる範囲に
留まっている状態

【単断面】、【複断面】
河床洗掘

1 河床変動が生じ
ていない状態

堤防・河岸の変状からみた
危険度レベル（案）

 

 

 
図－１ 変状検知機器の断面例（断面断面） 

 
　○ 全体平面図 　○ 変状検知機器配置横断図

１－１　断面図

２－２　断面図

　○ 変状検知機器配置平面図

３－３　断面図

・「水衡部・洗掘部」の区間
・高水敷幅が「河岸防御ライン（30m）以下の区間」
　L=500m

3

3

30m

護岸変状センサー

高水敷侵食センサー

2

2

30m

高水敷侵食センサー

高水敷侵食センサー

護岸変状センサー
堤防侵食センサー

堤防侵食センサー

1

1

100m 8@10m=80m

12@10m=120m

150m

50m

高水敷侵食センサー(洗掘センサー)：6箇所

護岸変状センサー（転倒センサー）：23箇所

堤防侵食センサー（洗掘センサー ）：8箇所

【　凡例　】

堤防防御ライン(30m)
堤防防御ライン(30m)

＜変状検知機器設置間隔＞
・護岸変状センサー：
  （局所洗掘：安息角30度）
        10m間隔
・高水敷侵食センサー：
（水制工がある場合）
　　砂州長／10 = 100m間隔
・堤防侵食センサー：
　　　破堤幅／４ = 50m間隔

100m

2@50m

100m

2@50m

100m

2@50m

100m

2@50m

＜条件＞
・川幅Ｂ：200(m)
・砂州長：５Ｂ
・基礎根入れ長：3(m)
・破堤幅：100(m)

 
図－２ 変状検知機器の配置例（平面配置） 

 
［研究成果］ 
 本研究課題で得られた知見を「河川構造物の変状検

知機器に関する技術資料（案）」としてまとめた。  
 
［成果の公表］ 

 特になし。 

 

［成果の活用］ 

今後は、本研究に検討された変状検知機器に関する

知見やそれらをまとめた技術資料をもとに、河川事業

の現場における変状検知機器の効率的な活用が図られ

るように務める。 

63



水・物質循環解析ソフト共通基盤検討 
Investigation of Common Modeling Platform for water-material circulation analysis 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
 河川研究部 河川研究室         室 長  服部 敦 
 River Department         Head     Atsushi HATTORI 
 River Division                          主任研究官  菊森 佳幹 
           Senior Researcher  Yoshito KIKUMORI 
 
Movements of water in river basins are various.  Usually, simulation models are developed for 

each type of water movement.  For example, there are simulation models for rainfall run-off, 
seepage into ground and inundation etc.  Therefore, it is difficult to connect such models.  
NILIM is developing an execution environment, Common Modeling Platform for water-material 
circulation analysis: CommonMP for abbreviation, where multiple simulation models are able to 
run in cooperation with each other.  First version of CommonMP was released at the end of 
March, 2010. 
 
［研究目的］ 
 河川流域のなかの水は雨水流出、河道流下等様々な

移動形態をとる（図-１）。通常、水の移動形態を再現

する解析モデル（水理・水文モデル）はその移動形態

ごとに開発されているので、河川流域の広域にわたる

水理・水文解析を行う場合には、水理・水文モデルを

複数つなぎ合わせて流域のモデルを構築する必要があ

る。しかしながら、そのようなモデルを構築するには

モデル同士のデータのやりとり等を合わせる必要があ

り、互いのモデルを接続するのに多大な労力を要する。

近年、水資源管理や洪水予測の高度化に対する要求の

高まりにより、簡便に広域にわたる河川流域の水の移

動を解析できる環境の構築が求められてきている。そ

こで、様々な水の移動形態を再現するモデル同士を連

結することにより、河川流域内の水の動きを再現でき

る解析モデルの実行環境（CommonMP：Common Modeling 

Platform for water-material circulation analysis）

を開発することとした[1]。 

 
図－１ 河川流域の中の水の動き 

 

［CommonMP の特長］ 

CommonMP の特長の一つは、要素モデル同士を比較的

自由につなぎ合わせることができることである。自分

の開発したモデルと他のモデルをつなげることができ

るので、モデル開発者は自分の得意なモデルの開発に

専念することができる。また、同じ条件で異なる要素

モデルを稼働させることもできるので、モデル同士の

計算結果等を比較することもできる。さらに、CommonMP

上で稼働する解析モデル（要素モデル）と、隣接する

要素モデルとのデータのやりとり、境界条件データの

入出力や計算のコントロール等は CommonMP のプラッ

トフォームが行うので、要素モデルの計算部分の実装

においては、１時間ステップ分の計算アルゴリズムを

記述するだけでよい。ユーザ・インターフェースにつ

いても、類似した要素モデルの部品を流用する仕組み

があるので、要素モデルの開発においては相当程度省

力できる。これにより、水理・水文モデルの利用や開

発が促進されることが期待される。 

 また、CommonMP は使いやすいユーザ・インターフェ

ースを有し（図－２）、モデル開発者でなくてもシミュ

レーションを実施することが比較的容易にできる。デ

ータベースとの親和性も高め、シミュレーションの実

施に必要な境界条件データをデータベースから入手す

ることができる環境も整備することとしている。これ

によりシミュレーション実施に要する作業が大幅に軽

減される。CommonMP の導入により、現場の河川技術者

が自らがシミュレーションを行いながら河道計画検や

管理計画検討を実施し、それにより技術力を向上させ
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る。それとともに、河川管理の高度化も図ることも期

待されている。 

 
図－２ CommonMP の画面 

 
［CommonMP の開発体制］ 

 CommonMP 開発プロジェクトは、国総研だけで行って

いるのではなく、モデル開発者（学）、河川管理者（官）、

コンサルタント（産）の３者が協力することにより進

める体制となっている。また、当初は CommonMP の開発

は河川部門だけで行っていたが、下水道部門も加わり、

平成21年7月にプロジェクト運営のためのコンソーシ

アムを結成するに至った[2]。現在のところ、コンソー

シアムの構成員は、国土交通省都市地域整備局、河川

局、国土技術政策総合研究所、建設コンサルタンツ協

会、全国上下水道コンサルタント協会の６者である。

平成22年3月にはコンソーシアム第１回推進委員会を

開催したところであり、今後、具体的な活動を行う部

会（技術部会、普及・参画部会等）を立ち上げ、CommonMP

の開発や活用に向けた取り組みを本格化していく予定

である。 

 
図－３ CommonMP コンソーシアムの体制 

 
［研究成果］ 
 平成 22年 3月に CommonMP Ver1.0をリリースしたと

ころである。また、河川管理や河道計画検討を支援す

るツールである河川水理解析ツール（準２次不等流モ

デル、図－４）や各地方整備局に設置されている水災

害予報センターの洪水予測システムとしての活用を想

定している洪水予測システムツール（図－５）も順次

リリースしていく予定である。 

  
図－４ 河道水理解析ツール 

 

 

図－５ 洪水予測システムツール 
 
［成果の公表］ 

 研究成果については、随時 CommonMP のウェブサイ

ト[3]で公表されている。また、これまで全国各地で

講習会やシンポジウムを行ってきたところである。 

 

［成果の活用］ 

CommonMP の目的は多岐にわたるが、河川事務所での

河道検討や河川管理の実務の中での活用や各地方整備

局に設置されている水災害予報センターの洪水予測シ

ステムとして活用されるよう普及に努めていくことし

ている。また、水理・水文モデルの開発や大学の教育

での活用も期待されている。 

 

［参考資料］ 

[1] 菊森佳幹：土木学会研究討論会「水関係解析ソフトの

統合操作実現に向けたプラットフォームの構築」開催

報告、土木技術資料、第50巻、第２号、2000年 

[2] 菊森佳幹：水・物質循環解析のための汎用プラット

フォームの開発運営に関する協定の締結、土木技術資

料、第 52 巻、第１号、2010 年 

[3] http://framework.nilim.go.jp 
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堤防点検技術の精度向上 
Precision enhancement for check technology to river levees 

 

河川研究部 （研究期間 平成 21 年度）

River Department 室      長 服部 敦 
河川研究室 Head Atsushi HATTORI 
River Research Division 研究官 延常 浩次 
 Researcher Koji NOBUTSUNE 
 研究官 福原 直樹 
 Researcher Naoki FUKUHARA 
 
The database system for river levees was constructed in order to manage inspection data of river levees. In 

this database, records of river levee banking, records of inspection, results of slope stability analysis and 
values of geotechnical soil parameters and so on were stored. The system will facilitate integrated levee 
management. 
 

１ 背景および目的 
河川構造物に関する情報は、河川管理者にと

って有用な情報であるにも関わらず、担当者間

での共有に留まっており、全国で情報が散在し

ている事に加え、情報の共有にも多くの時間を

要している状況である。また、堤防詳細点検時

等の堤防に関する土質試験結果は各事務所が

所管しており、情報が容易に得ることができな

い状況となっている。土質試験結果のデータ形

式についても統一されておらず、簡易に分析等

に使用する形式とはなっていない。そのため、

情報の一元管理を行い、簡易に情報を得ること

ができ、更にそのデータの活用が容易となる環

境の整備が必要となっている。 

 
２ 検討内容 
本課題では、データベースの構築を行うこと

で、１で述べた環境の改善を図ることとした。

データベースを構築する上で考慮する最重要

項目は大別して 2 点ある。1 点目は、データベ

ースへ格納する情報の設定、2 点目は格納する

情報の活用方法を見据えた上で、利便性を向上

させる機能の設定である。本データベースにお

いては、別途検討を進めている堤防の被災に関

するデータベース（以下、「被災データベース」

という）との連携を想定しているため、被災と

の関係に着目し、上記の 2 点を設定するものと

した。 

 

２．１ 格納情報の検討 

 現状、堤防の被災が生じた際に、参照してい

る代表的なデータは以下に挙げられる。 

① 堤防概略点検情報 

② 堤防詳細点検情報 

③ 土質試験結果情報 

①からは築堤履歴や治水地形分類、被災履歴

の有無、浸透対策工の有無の情報を、②からは

浸透流解析結果、安定計算結果、解析・計算を

行うにあたって設定したパラメータについて

の情報を得る事が可能である。また、③からは、

②にて解析を行うにあたって設定したパラメ

ータの根拠となる土質試験結果を得ることが

可能である。 
 また、堤防の被災が生じた際、必須ではない

が、重要な情報として以下の 2 つが挙げられる。 
④ 樋門等構造物点検台帳情報 
⑤ 堤防巡視結果情報 
④は周囲の構造物の点検結果を把握するた
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め、⑤は日常で行われる堤防巡視にて被災の予

兆が確認できていたかについての情報を得る

ことができる。本データベースでは、上記に述

べた 5 つの情報についての格納機能を実装す

るものと設定した。 
 
２．２ 実装機能の検討 

 先に述べたように、本データベースでは、被

災との関係性に着目している。そこで、被災に

関する検討及び分析を行う際に、データの検索

が容易にでき、検索されたデータを解析に利用

する際も、迅速な実施が可能となるよう、以下

の機能を設定した。 
① 関連データリンク表示機能 
② 土質データ一覧表示機能 
③ 登録データのダウンロード機能 
④ 土質試験情報の作図機能 
 ①は、被災データベースとのリンクを設定す

る事で、堤防点検結果と被災箇所、双方の情報

を参照することが可能となるよう、設定した機

能である。関連する情報へのリンクが表示され

る事により、一度検索を行うと、関連する情報

への検索作業が減り、利便性が高まる。図-1
に被災データベースを含めたシステムの全体

図を示す。②は、河川の名称・区間を指定する

と、その区間に含まれる土質データが一覧表示

される機能である。一覧表示を行うことで、縦

断的な土質分布の概略を掴む事が可能となる。

③は、登録された土質試験結果データ等をダウ

ンロードする機能である。土質試験結果データ

は、数値データとしてではなく、pdf 等の電子

ファイルで保持されている例が多々見られる。

そのため、解析に土質試験結果を用いる場合、

解析を行うために数値化し、データの配列等も

整理する必要がある。本データベースでは、土

質試験結果に関しては、数値データにて登録を

行い、数値データを csv ファイルにてダウンロ

ード可能な機能を実装することにより、データ

を解析に用いる際の作業軽減が図られ、解析作

業等への助力となることを目的としている。④

は、項目を指定し、土質試験結果の簡易な解析

の実施が可能となるよう、実装している機能で

ある。詳細な分析は、③の機能を用いてダウン

ロードした数値データから行うことになるが、

その前段として行う、相関の傾向を見る等の分

析はデータベース上で可能となる。 

概略点検(3a)
検索画面

概略点検(3b)

検索画面

堤防詳細点検
検索画面

土質試験情報
検索画面

被災情報
検索画面

概略点検(3a)
画面

概略点検(3a )
縦断画面

堤防詳細点検
画面

概略点検(3b)

画面

土質試験情報
ボーリング画面

土質試験情報
縦断画面

被災情報
画面

概略点検(3a)

一覧画面

概略点検(3b)
一覧画面

堤防詳細点検

一覧画面

土質試験情報

一覧画面

被災情報
一覧画面

④堤防概略点検情報DB

①堤防詳細点検データDB

②土質試験情報DB

③被災情報等DB

片方向への遷移 双方向への遷移
凡例

目視点検モニタ
リング検索画面

目視点検モニタ

リング画面

目視点検モニタ

リング一覧画面

⑤堤防巡視結果情報DB

目視点検結果

検索画面

目視点検結果

画面

目視点検結果

一覧画面

点検結果総括表

検索画面

点検結果総括表

画面

点検結果総括表
一覧画面

⑥樋門等構造物点検台帳DB

点検結果及び対
策実施状況

検索画面

点検結果及び対

策実施状況画面

点検結果及び対
策実施状況

一覧画面

点検台帳

検索画面

点検台帳

画面

点検台帳
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図-1 データベースシステム全体図 
 

３ データベースの活用 
 被災が生じた際に、参照する事が必須となる

情報を一元管理しておくことで、被災時の迅速

な対応が可能となる。また、浸透流計算、安定

計算等の解析を実施する際に必須となる土質

試験結果データを数値データとして入手する

ことが容易となり、解析時の作業軽減等が図ら

れる。 
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気候変動による水関連災害に対する適応策検討 
Study on Adaptation against Water-related Disasters caused by the Climate Change  

 

河川研究部 （研究期間 平成 20～21 年度）

River Department 室      長 服部 敦 
河川研究室 Head Atsushi HATTORI 
River Research Division 主任研究官 飯野 光則 
 Senior Researcher Mitsunori IINO 
 研 究 官 小野田 惠一 
 Researcher Keiichi ONODA 
 

 As a prototype of an adaptation against flood disasters caused by the climate change, existing flood control 

measures in a river basin should be reviewed. In this study, we made a literature review of these examples, and 

analyze requisites for consensus building in applying these measures through an interview survey of residents. 

 
 

１ 調査の背景および目的 
将来の気候変動に伴って、洪水や渇水といっ

た災害リスクが大きくなることが予測され、今

後の国土管理上、重要な課題となっている。特

に治水政策においては、従来からの河道改修や

洪水調節施設の整備等を基本とする「河川で安

全を確保する」ことに加え、増加する外力に対

し「流域における対策で安全を確保する」こと

を重層的に行うことが求められている。このた

め、本調査では、適応策に活用可能な先行的な

事例として、既往の氾濫に対し流域でも対応す

る治水施策について現況及び歴史的経緯につ

いて調査を行いその成立要件を分析するとと

もに、流域における治水施設によって被害軽減

を図っている地域において住民の代表を対象

に行ったヒアリング調査を通じて実施に当た

っての合意形成要件の分析を行い、流域におけ

る適応策を優先的、重点的に検討すべき地域を

抽出し、施策実現に向けた要件・課題の整理・

取りまとめを行った。 

 
２ 調査内容 
２．１ 流域における治水施策の現況調査 

 現在実施されている流域での治水対策につ 

表－１ 流域における治水施策の分類 
施策 概要

水防災対策事業

　上下流部のバランス等の関係から、家屋の立地状況等に柔軟に対応し
た、より経済的で効率的な治水対策を推進するため、宅地等の嵩上げ事業
と輪中堤等の築堤事業を一体的な事業として実施する。
　中山間地域の狭隘部等を対象に平成13年度に水防災対策特定河川事業が
創設、平成18年度には、土地利用状況等を考慮し、連続堤で整備した場合
よりも効率的かつ効果的である場合には地域を限定せず輪中堤等の整備を
推進する土地利用一体型水防災事業が創設、実施されている。

総合治水対策

　急激な都市化に伴う流出量の増大等に対して河道等の整備のみでは十分
対応できない河川において、河川改修の集中投資、流域自治体による流域
対策、浸水被害の減災措置等の施策を組み合わせた流域一体となった治水
対策を講じる。
　昭和54年に総合治水対策が創設され、三大都市圏の既成市街地等及び近
郊整備地帯等並びに地方中核都市に係わる一級河川または二級河川のう
ち、現在17河川が指定されている。

特定都市河川
浸水被害対策法

　都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそ
のおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進
展により困難な地域について、特定都市河川及び特定都市河川流域を指定
し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川
管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他措置を定めることにより、特
定都市河川流域における浸水被害防止のための対策推進を図る。
　平成15年に特定都市河川浸水被害対策法が成立した。  

表－２ 流域における治水施策の分類 

分類 水系 河川名 地先 内容
雄物川 雄物川 強首地区 輪中堤

鳴瀬川 吉田川 鹿島台地区
二線堤（水害に強いまち
づくりモデル事業）

利根川 桜川 北太田地区・下田中地区 輪中堤、横堤、水防災
肱川 肱川 東大洲地区 二線堤、防水壁、水防災

豊川 豊川
牛川地区・下条地区・
賀茂地区・金沢地区

霞堤

雲出川 雲出川
庄田地区・中川原地区・
其村地区・赤川地区・
牧地区・小戸木地区

霞堤

淀川 天野川
岩脇地区・新庄地区・
寺倉地区・樋口地区

霞堤、越流堤

五ヶ瀬川 五ヶ瀬川
須佐地区～曽立地区・
熊田地区・野蜂地区

霞堤、耐越水堤防

筑後川 城原川 8.600ｋｍ～11.400km 野越し
総合治水対策
によるもの

利根川
中川・
綾瀬川

埼玉県
遊水地域・低地地域区分
の再編

事業により
設置された

もの

歴史的な施設
等が存置して
いることに
よるもの

 

いて概観するため、施策について分類を行い、

目的と機能について整理を行った（表－１）。

次いで、現存している流域における治水施策の

具体事例について文献調査を行い、その成立理

由について整理を行った（表－２）。その結果、 

① 事業により設置されたもの 

② 歴史的な施設等が存置していることによ
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るもの 

③ 総合治水対策によるもの 

に大別できることが分かった。 

 

２．２ 流域における歴史的治水施設の調査 

 ２．１で抽出した事例の中から、歴史的な治

水施設が存置されている例に着目し、現在に至

るまでその施設が存置し得た要因について文

献調査を基に分析を行った。その結果、 

① 当該施設を恒久的な治水施設と位置付け

ているものはなく将来的に撤去する方針

（暫定的なもの）であること 

② 当該施設に伴う氾濫の恐れがある区域が

宅地化されていなかったこと 

③ ①、②を理由として、当該施設により氾濫

の恐れがある区域について法に基づいて

能動的に土地利用コントロールを行って

いるわけではないこと 

から、これら歴史的治水施設は積極的に設置さ

れているわけではなく地域の社会状況・経済状

況の変化に伴う地先の土地利用変化（宅地化）

が起こっていないため、結果的に存置している

ように見える状況にあるに過ぎないというこ

とが明らかになった。 

 

２．３ 流域における治水施設によって被害軽

減を図っている地域における施策実施への合

意形成要件の分析 

流域における治水施設によって被害軽減を

図っている地域において、このような治水施策

が実施可能となった要件を分析するため、実際

に同種の施策が実施されている具体的な地域

において、その地域の洪水に関する歴史的経緯

並びに同種の施策が適用されることになった

理由について、住民の代表を対象にヒアリング

調査を行った。ヒアリング調査から、 
① 従来から氾濫が頻発する地域であること

を流域の住民が理解している 
② かつて存在した堤内地で氾濫流を制御す

る施設をほ場整備により撤去した事例が

あり、その際代替施設を検討したが、上流

側の湛水深が増加する可能性があること

から上流住民の合意を得られず設置を断

念したことがある 
③ 輪中堤による水害対策を受け入れたが、こ

れは（既往 大級の）大規模な洪水で床上

浸水をはじめとする甚大な被害を受けて、

再度災害の防止を希望したからである 
④ （地元住民でも）その地区の集落が良けれ

ば良いということで輪中堤を進めるので

はなく、本堤整備が重要と考えている 
⑤ 本堤整備と輪中堤（横堤）整備が同時実施

となった地区では、輪中堤整備をやらなく

て良いという考えの人もいた 
⑥ 河川整備（本堤整備）が進めば輪中堤は要

らないと考えるが、河川整備には費用と時

間を要することから全てできるものでは

ないので、場合によっては輪中堤等が必要

な場合もあると考える 
との結果を得た。このことから鑑みるに、 
① 氾濫が頻発する地域であることが住民に

理解された上で、氾濫による被災経験があ

り、その緊急的な対策が望まれていること 
② 流域における治水施設を設置する場合に

は地先レベルでの治水安全度バランスを

変化させないこと 
③ 将来的には連続堤による治水対策が実施

されるという前提条件の下、緊急的・暫定

的な対策として実施されるという場合で

なくてはならないこと 
などが流域における治水施策が成立可能とな

る要件として挙げられることが示唆された。 
 

３ まとめ 
本調査により、気候変動への適応策の先行事

例としての流域における治水施策の成立要

件・課題について、ある程度示すことができた。

但し、実際の適応策検討に当たっては、対象地

域レベルでの合意形成はもとより、施策の方向

性に対する社会全体での合意形成も必要であ

り、これら合意形成をどのように図っていくか

が今後の大きな課題である。 
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簡易な水災害リスク評価手法の確立に向けた検討 
Study on risk evaluation method for water-related hazards 

 
河川研究部 （研究期間 平成 21 年度）

River Department 室      長 服部 敦 
河川研究室 Head Atsushi HATTORI 
River Research Division 研究官 武内 慶了 
 Researcher Yoshinori TAKEUCHI
 
There is a possibility of increasing the annual maximum precipitation by climate change. So, to maintain 

safety-level against flood, it is necessary to evaluate incremental risk that results from climate change. In this 

study, we made a trial calculation of the risk and scale of the river training works to maintain the same 

safety-level. 

 
１．研究の背景 

 気候変動により将来の年最大降水量が増加

していく状況下において当初と同一の目標水

準の治水安全度（年最大降水量の確率年）を維

持するためには，当初予定していた整備規模を

拡充し、気候変動の影響による雨量増加分を埋

め合わせる必要がある．本研究では，その拡充

の規模が年最大降水量の倍率αに応じてどの

ように増大するかについて試算を行った． 
２．試算手法の検討 

２．１ 整備規模の大きさを表す指標の設定 

現況の河道に目標水準に相当する洪水を流

下させると，当然であるが最大水位が計画高水

位を上回る区間が生じる．本研究では，その区

間が長大でありかつその区間の川幅が広いほ

ど，さらに計画高水位を上回った水深が大きい

ほど，今後必要な整備規模が増大すると単純化

して取り扱うこととした．したがって，整備規

模の大きさを表す指標として，式(1)により算

定される水量 V を用いる． 

( )BdxHHfV
L

HWLp∫ −=
0

  (1) 

ここで，Hp は現況河道に目標水準に相当す

る洪水を流下させた場合の水位，HHWL は計画

高水位，B は水位 Hp～HHWL 間の平均川幅であ

る．これらはいずれも河口からの距離 x の関数

であり，整備対象とした河道総延長 L に渡って

定義される．また f(z)は，z＞0 の場合 f(z) = z，
z≦0 の場合 f(z) = 0 となる関数である． 
２．２ 年最大降水量の倍率と整備規模の関係

に関する基礎的検討 

V のαに対する応答に関する特徴を把握す

ることを目的として，一様な断面および勾配を

有する本川のみの河道とその上流端に接続す

る単一の集水域により構成されるごく単純な

流域を想定し，V とαの関係を算定した． 
長さ L，川幅 B，河床勾配 i の一様な幅広矩

形断面を有する河道を想定する．ピーク流量 Q
の流下時における最大水深 h が，式(2)に示す

等流水深として算定できると単純化する． 

5/3

5.0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

Bi
nQh    (2) 

ここで，n はマニングの粗度係数であり，以

下では定数とする．水深 h が計画高水位に対応

する水深 hHWL を上回った場合，式(1)に従って

整備規模 V は (h－hHWL)BL として算定できる．

降雨強度 r と Q の関係式として，ここでは式(3)
に示す合理式を適用する． 

rAfQ p=    (3) 

ここで，fpはピーク流出係数，A は流域面積

であり，以下ではいずれとも定数とする．r は
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洪水到達時間 t 内の平均降雨強度である．現在

気候下での目標水準に相当する降雨強度を rP，

同じく気候変動の影響を受けた将来の降雨強

度を rFとすると，式(2), (3)より将来と当初の整

備規模の比 VF/VP を式(4)に示すように導くこ

とができる． 

( )
1

1
6.0

6.0

6.06.0

6.06.0

6.06.0

6.06.0

−
−

=
−
−

=
−
−
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−
−

=
Δ
Δ

=
γ
αγ

HWLp
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HWLp
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P

F

P

F

rr
rr

QQ
QQ

hh
hh

BLh
BLh

V
V  (4) 

ここで，α(= rF / rP) は継続時間 t と地域区分

C に応じて変化する関数でなる．QHWL，rHWL

は，式(2), (3)より算定される h = hHWL となる流

量および降雨強度である．また，γ(= rP / rHWL) 
は当初の整備計画の目標水準が現状の流下能

力の水準に対してどの程度大きなものである

かを，雨量強度の比として表わす変数である． 
 図-1 に式(4)の算定結果を示す．γが小さい，

すなわち当初整備では流下能力をさほど大き

くしない場合であり，かつ気候変動の影響でα

が大きく増加する河川ほど，VF/VP が大きな値

となる傾向が認められる． 
３ 一級水系国管理区間(大河川)を対象とし

た VF/VPの算定例 

 北陸地方と瀬戸内に位置する A, B 水系を対

象として，治水計画の実務に用いられている流

出解析および水位計算モデルを適用して，

VF/VP とαの関係を算定した．共生 GCM20 に

よる現在（1979～2003 年）および将来（2075
～2099 年）の計算結果を用いて，日本の 11 地

域区分毎にαの中央値と 95%信頼区間を算定

した結果から，αである最大１日降水量の倍率

を設定した．  
A, B 水系の河川整備方針において設定され

た目標水準を検討対象として，その整備目標に

対する VPを算定するとともに，A, B 水系が位

置する地域区分のαの上限，中央，下限値をそ

れぞれ用いて VF を算定し，その結果を用いて

VF/VP を計算した（図-2）．A 水系では，VF/VP

はαと線形関係が認められた．それに対して B
水系では，αの中央値までは線形関係が概ね認

められるが，上限値において線形関係から外挿

される値より大きな VF/VPとなる結果を得た． 
この原因については，水位が計画高水位を超

過する区間の総延長（以下，超過区間長と呼ぶ）

に着目することで説明できると思われる．簡易

計算では超過区間長は常に L の一定値となる

が，A 水系については超過区間長の変化はごく

小さく一定値として近似できる．それに対して， 
B 水系ではαの信頼区間が広いこと，およびそ

の影響もあって超過区間長がαに伴って増加

する結果となった．したがって Hp－HHWL に加

えて超過区間長もαに伴って増加する場合，そ

の相乗効果によって線形関係から外れて V が

より大きく増加する関係になると推察される．  
４．結論 

大河川の試算結果では，B 水系のようにαの

信頼区間が広いと整備規模が大きく変化し，そ

のため将来の気候変動の影響を見越した整備

実施判断において，αの信頼性が大きな問題と

なる．そのため，河川管理者からはαの推定精

度の向上が求められると考えられる．  
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図-2 一級水系の VF/VPの算定例 図-1 簡略化手法による VF/VPの算定結果
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水理・水文シミュレーションモデル開発環境の構築 
Building of Development Environment of Hydraulic and Hydrological Models 

（研究期間 平成 21 年度） 
 
 河川研究部 河川研究室         室 長  服部 敦 
 River Department         Head     Atsushi HATTORI 
 River Division                          主任研究官  菊森 佳幹 
           Senior Researcher  Yoshito KIKUMORI 
 
NILIM has been developing CommonMP, execution environment for hydraulic and hydrological 

simulation models since April, 2007.  Element models, minimum unit model on CommonMP, 
have fewer codes then usual simulation models, because CommonMP supplies a lot of functions 
for them except for calculation algorithm. That helps model developers to reduce programming 
works for developing element models of CommonMP.  However, CommonMP does not have 
development environment of element models and that means model developers are not able to 
run and debug currently developing programs simultaneously.  That fact is quite inconvenient 
for programmers that NIIM is to build development environment of element models.  
 
［研究目的］ 
 当所が開発中の水・物質循環解析ソフトウェア共通

プラットフォーム（CommonMP: Common Modeling 

Platform for water-material circulation 

analysis[1]）は、河川・流域の様々な水・物質循環の

素過程を再現することができる要素モデルを組み合わ

せて流域モデルを構築し、河川・流域の水・物質循環

を解析するための共通基盤となるソフトウェアである。

CommonMP は、河川管理者が自ら用いて河道計画検討や

河道管理のための水位計算、洪水予測を行い、これに

より河川管理技術を向上させることを目的の一つとし

ている。また、CommonMP は、水理・水文解析モデルの

性能評価や研究開発を容易にし、水理・水文モデル開

発に関する研究成果を河川事業へ反映させることも目

的としている。 

このような目的を達成するためには、CommonMP への

要素モデルの登録や開発中におけるプログラムの動作

確認を行うためのプログラミング環境の整備が必要で

ある。また、複数の要素モデルからなる流域モデルを

構成する際には、流域モデルの構築を支援するための

ツールが必要である。 

本研究課題では CommonMP 上でのプログラミング環

境や流域モデルの構築等を支援するためのツール等の

利用環境を整備することとする。 

 

［要素モデル開発環境］ 

CommonMP 上で稼働する水理・水文モデル（要素モデ

ル）は、通常の水理・水文モデルのプログラムと比べ

ると相当ソースコードが短くてすむ。それは、要素モ

デルは水理・水文解析を行う計算の１時間ステップ分

のアルゴリズムを記述するだけでよく、その他のデー

タの入出力や隣接する要素モデルとのデータのやりと

り、計算を進めたり中断したりするための計算コント

ロールは、CommmonMP のプラットフォームが行うから

である。このため、CommonMP の要素モデルを開発する

際は、通常のプログラム開発にくらべると省力化が期

待できる。 

しかしながら、CommonMP には専用の要素モデル開発

環境がなく、CommonMP 上で開発中の要素モデルを動か

しながらデバッグを進めるという開発スタイルがとれ

ず、モデル開発者にとっては不便なものであった。そ

こで、ここでは下記の機能を持つ CommmonMP の要素モ

デル開発環境を整備した。 

1)ソースコード作成支援 

 CommonMP 上で稼働するプログラムのソースコー

ドとして必要なディレクティブ、名前空間、クラス

名等を予め記入するウィザード（操作手順の支援）

機能 

2)GUI の作成支援 

 CommonMP 上で稼働するプログラムの基本的な GUI

（Graphical User Interface）を簡易に作成できる

ウィザード（操作手順の支援）機能 

3)実行環境提供機能 

実行形式ファイルを CommonMP に登録することな

く、プログラムの動作確認、デバッグ等が行えるよ

う、プログラムの実行環境を与える機能 
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4)CommonMP へのプログラムの登録支援機能 

プログラムの実行形式ファイルを CommonMP 上で

稼働させるため、CommonMP の所定のディレクトリに

コピーしたり、環境設定ファイルを編集する等のプ

ログラムの CommonMP への登録作業を支援する機能 

5)バージョンアップ支援機能 

 旧バージョンのコンパイラ等の開発ツールで作成

されたプログラムを新しいバーションにアップデー

トするのを支援する機能 

 

 

図－１要素モデル開発環境 

 
［流域モデル構築支援ツール］ 

 CommonMP では流域モデル作成画面の上に演算要素

（要素モデルのオブジェクト）を配置するにことより、

流域のモデルを構築することができる。その際、隣接

する要素モデルとの接続の設定を手作業で行う必要が

あり、要素モデルの数が増すに従い、その作業量が増

加し、シミュレーションを実施する際の障害となる。

そこで、流域モデル構築にかかる労力を軽減するため

要素モデルの配置や接続を支援するツールとして、下

記の機能をもつツールを開発した。 

1)小流域分割機能 

 地形座標データ等より支川ごとの小流域分割を行

い、当該流域の面積等の属性値を要素モデルのパラ

メータとして与える機能 

2)落水線図作成機能 

 地形座標データ等より落水線図を作成する機能 

3)横断面作成機能 

 地形座標データ等から横断面を作成する機能 

4)要素モデル配置支援機能 

 落水線図等や河道網の分・合流地点を示したデー

タに従い、要素モデルを配置する機能 

5)要素モデルの接続 

 多数配置された要素モデルの接続を自動的に行う

機能 

6)要素モデル等のパラメータ設定 

複数にわたる同一種類の要素モデルに対して同一

の属性値を与える等、パラメータ設定の省力化を行

う機能 

 

 

図－２ 流域モデル構築支援ツール（流域分割） 

 
［研究成果］ 
 CommonMPVer1.0 及び要素モデル開発環境について

は、平成 22 年 3 月に リリースしたところであり、

CommonMP のウェブサイト[1]からダウンロード可能な

状態となっている。また、流域モデル支援ツールにつ

いては、平成 22 年 6月末のリリースを予定している。 
 
［成果の公表］ 

 ソフトウェアのリリースや開発状況については、

随時 CommonMP のウェブサイト[1]で公表されている。

また、これまでも講習会でソフトウェアの紹介をし

てきたところであり、今後はソフトウェアを実際に

使っていくために、実習的な講習会を実施していく

こととなる。 

 

［成果の活用］ 

本ソフトウェアは、主に CommonMP のモデル開発や

大規模な流域のシミュレーションに活用されることが

想定される。 

 

［参考資料］ 

[1] http://framework.nilim.go.jp 
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河川流域データベースシステムの構築 
Development of River Basin Database System 

（研究期間 平成 21 年度） 
 
 河川研究部 河川研究室         室 長  服部 敦 
 River Department         Head     Atsushi HATTORI 
 River Division                          主任研究官  菊森 佳幹 
           Senior Researcher  Yoshito KIKUMORI 
 
Specifications of river and basin such as basin area, river length and cross-section of river 

channel etc. are basic data of river channel plans.  So they should be stored properly in 
consistency with each other.  It is advisable to store these data in database management system 
and keep available anytime for examining river channel plan or river management utilizing 
application software.  So, NILIM is to develop River Basin Database System which stores basic 
data of river channel plan and API(application program interface) to connect to hydraulic and 
hydrological software packages including CommonMP. 
 
［研究目的］ 
 河川・流域の諸元等のデータは、計画高水流量や河

道の流下能力等を算出するための根拠となっており、

河道計画検討や河川管理等の河川事業を実施する上で

必要不可欠なものである。これらのデータの整合性を

保った上で、常に水理・水文解析に用いることができ

るようにするためには、これらのデータをデータベー

スに格納し、データベース管理システムにより管理す

ることが望ましい。 

国総研が中心となって開発している水・物質循環解

析ソフトウェア共通プラットフォーム（CommonMP: 

Common Modeling Platform for water-material 

circulation analysis[1]）は、水理・水文解析モデル

を稼働させることができるソフトウェアのプラットフ

ォームである。CommonMP はユーザビリティのよいイン

ターフェースを提供することにより、河川管理者が自

ら河道計画検討や河川管理のための水位計算や洪水予

測を行い、河川管理を向上させることを目的の一つと

している。CommonMP には、解析条件の入力の省力化を

図るために、解析に必要な河川・流域データベース・

システムを必要としている。 

本研究課題は、河川・流域の水理・水文解析を行う

のに必要なデータを、当所が中心となって開発してい

る CommonMP 等の水理・水文解析アプリケーション・ソ

フトウェア等に提供するためのデータベースの仕様等

を検討し、実装するものである。 

 

［格納データの検討］ 

 データベースに格納すべきデータを検討するため、

下記の４つの水理・水文解析で使うデータを格納で

きるようにした。 

(1) 流出計算 

対象降雨の時系列データ、流出モデルの種別、

流域諸元等から流量を計算できるようにする。 

(2)準２次元不等流計算 

河道の接続状況に関するデータを格納し、アプ

リケーション・ソフトウェア上で河道網を構成で

きるようなデータを提供する。また、準２次元不

等流計算に必要な河道断面、粗度、死水域、境界

混合係数、構造物データ、合流の状況、湾曲の形

状、出発水位、河道の流量配分等のデータ等を格

納する。 

(3)１次元河床変動計算 

 (2)に示した準２次元不等流計算の他に１次元

河床変動計算に必要な河床材料の粒径分布、空隙

率、交換層厚等のデータを格納する。 

(4)氾濫計算 

メッシュ地盤高、建物占有率、土地利用区分、

盛土条件、水路条件、樋門・樋管、ポンプ、外力

ハイドロ、外力ハイエト等のデータを格納する。 

上記のために必要なデータを抽出した上、河川コン

サルタントへのヒアリングを行い、水理解析業務デー

タ作成ガイドライン（案）としてまとめた。また、デ

ータベースに格納するためのスキーマ設計を行った。 

 
［データベースの機能の検討］ 

 地方整備局や河川事務所での本データベース・シス

テムの利用を念頭に、本データベースが備えるべき機
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能として下記の機能を抽出した。 

(1)データ抽出 

 水理・水文解析モデルで用いるデータセットを一

括して抽出する機能 

(2)データ入力 

 データベースにデータを格納する作業を支援する

機能 

(3)データチェック 

 データベースに格納するデータが整合性がとれて

いるかをチェックする機能 

(4)共通インターフェース 

データベースに格納されているデータの格納形式

を外部から隠蔽し、クライアント PC からのクエリに

対して、クライアント PC のアプリケーション・ソフ

トウェアにデータを提供する機能 

(5)アプリケーション・ソフトウェアからの利用 

 データベース・システムから取得したデータが

CommonMP 上で利用できるようにする機能（図－２） 

(6)データの履歴管理機能 

 データの作成または更新時点を記録するとともに、

当該データがどのような変遷で更新されてきたかを

追跡できる機能及び時点別のデータを保存し、検索、

参照できる機能。 

 

河川･流域
データベース

格納対象データ
（水理解析条件・結果）

CommonMP

データセット
抽出機能

データ入力
格納機能

共通インター
フェース機能

データ
チェック機能

計算結果

既存検討結果

要求

必要データ
取得

ＣｏｍｍｏｎＭＰ以外の
アプリケーション

データセット ミラーサーバー
（各事業所管理）

データチェック

【収集依頼データ】
①流出計算（貯留関数法）
②準２次元不等流解析
③１次元河床変動計算
④氾濫計算（２次元ﾒｯｼｭ）

CommonMP
要素モデル

要求 計算結果

中央サーバー
（国総研管理）

河川･流域
データベース

（任意）

ミ
ラ
ー
リ
ン
グ

 
 

図－２ データベースとアプリケーションソフトとの

連携 

 
［データベースの実装］ 

 「格納すべきデータの検討」及び「データベースの

機能の検討」を踏まえて、データベースの実装を行っ

た。データベースの利用のためのインターフェースは、

汎用的な水理・水文アプリケーション・ソフトウェア

用のものの他に、ユーザ・インターフェースとして、

ウェブ・ブラウザを用いたものも開発した。 

 

図－３ データベースのインターフェース 

 

［研究成果］ 
 水理・水文計算を格納するためのデータ・スキーマ

を検討し、水理解析業務データ作成ガイドライン（案）

としてまとめた。また、そこで定めたデータを格納す

るためのデータベースを実装し、CommonMP 等のアプリ

ケーション・ソフトウェアから利用できる API

（Application Program Interface）及びユーザ・イン

ターフェースしてウェブブラウザを用いたユーザ・イ

ンターフェースを開発した。 

 
［成果の公表］ 

 水災害予報企画官会議等の機会に本データベース

の紹介を行っている。 

 

［成果の活用］ 

本データベースは CommonMP と連携することにより、

より効果を発揮する。今後は、CommonMP の普及ととも

に、実際に河川・流域のデータを本データベースに格

納し、オンラインで CommonMP から利用できる環境の構

築を目指す。 

 

［参考資料］ 

[1] http://framework.nilim.go.jp 
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治水安全度向上のための対策検討 
Study on improvement of safety degree against flood 

 

河川研究部 （研究期間 平成 21 年度）

River Department 室      長 服部 敦 
河川研究室 Head Atsushi HATTORI 
River Research Division 主任研究官 飯野 光則 
 Senior Researcher Mitsunori IINO 

 
Under the limited budget, improvement of safety degree against flood is required. In this study, we 

reviewed domestic and overseas support system to flood damage victim, and we considered feasibility of 
direct payment, insurance and fund for flood damage victims. 
 

１ 調査の背景および目的 
気候変動への適応策については、今後の投資

余力を考えると施設整備による対応にも限界

があり、減災対策に加え、被災が起きた際の復

旧復興策にも積極的に取り組む必要がある。復

旧復興策の１つとして、被災者に対する経済的

な支援があげられるが、国・自治体において各

種の経済的支援措置はあるものの、その支援内

容及び適用範囲は千差万別な状況にあるとと

もに、経済的支援の導入にあたっては社会的合

意形成を図る必要があるなど多くの課題があ

る。 
そこで、本検討では、経済的支援に関する国

内外の事例収集を行うとともに、支援内容・支

援対象者に関する課題の分析を行った。 

 
２ 調査内容 
２．１ 国内の経済的支援制度について 

 内閣府資料 1)における各種制度、並びに民間

保険等を参考に、国内の代表的な経済的支援制

度について、表-1に整理した。 

 これを見ると、直接助成に該当すると考えら

れる「給付」「給付金（補助金）」「給付（事業

補助金）」「公共事業」「公共事業による整備、

給付など」「現物支給」は、全体の約 40％を占

めることが分かる。 

 

表-1 自然災害発生時の被災者支援制度等一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．２ 海外の経済的支援制度について 

 関連する研究資料２），３）等を参考に、経済的

支援制度のうち、治水施策に密接に関連する水

害保険に着目し、アメリカ、韓国、フランス、

ドイツ、イギリス、スイス、スペインの水害保

険制度について、日本における水害保険性を含

めて、表-2 に整理した。 

これを見ると、アメリカ、韓国は、風水害を

対象とする独立した保険制度を有しているが、

日本を含む他の諸国は住宅保険等に含まれた

ものとなっている。また、国の財政負担につい

て、アメリカ、韓国、フランスは何らかの財政

負担があるが、日本を含む他の諸国は原則無い

ものとなっている。 

8181

4災害保険(民間)

1立替払

1手続き等の軽減、支払の猶予・延伸等
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1融資(生活再建)

2融資(住宅対策)

4災害関連融資

49

21融資

6現物支給

1公共事業による整備、給付など

2公共事業
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13給付

数種 類
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1融資(生活再建)
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表-2 ８カ国における水害保険の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、水害保険については、以下のような課

題を有している。 

①被害の広域性・同時性による「大数の法則」

の不成立 

  水害だけを取り扱った場合、台風や前線に

よる洪水が要因となっているため、広範囲の

地域で同時に被害が発生する可能性がある。

このため、１回あたりの被害額と被災者に対

する加入者の割合が大きくなるため、「大数

の法則」に従いにくい。 

②「逆選択」による加入者確保の困難性 

 水害による被害は、一部の窪地貯留を除き

氾濫原に限られるため、水害リスクの高いも

のだけが保険加入する「逆選択」となる可能

性があり、「大数の法則」が成立するほどの

加入者が集まらない。 

③巨大災害時の保険制度の安定性確保 

 低頻度であったとしても、巨大災害時には

保険支払額が巨額となるため、財政上の収支

バランスが崩れる。 

 

２．３ 支援内容・支援対象者に関する課題の

分析 

 治水施設の整備状況によって、支援者（首長、

河川管理者）の取るべき対応が異なるため、治

水施設の整備状況に着目した支援内容・支援対

象者の分類を行い、表-3 に整理した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-3 支援内容・支援対象者の分類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ まとめ 
本検討により、水害を対象とした経済的支援

に関する課題を整理することができた。ただし、

経済的支援の実施にあたっては、社会的合意形

成が図られていることが大前提であるが、こう

した社会的合意形成をどう図っていくかが、今

後の課題となる。 
【参考文献】 
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河川環境及び生態系を考慮した河道応答予測手法に関する検討業務 
Research on river channel reply prediction technique in consideration of river environment and ecosystem 

（研究期間 平成7～21年度） 

 河川研究部 河川研究室       室 長     服部 敦 
研 究 官     武内 慶了 

 
［研究目的及び経緯］ 

河川整備計画の策定や河川激甚災害特別緊急事業の採択等により、全国の河川において河道改修が実施されつつあり、

その多くは流下能力の確保とともに、生物の生息空間を保全することを主な目的としている。こうした現状を踏まえ、

改修後の河道変化を予測し、目的として設定した指標（流下能力等）の持続性を評価した上で、河道計画を策定するこ

とは極めて重要である。 
 本調査は、実際に大規模な河道改修が行われ、その後土砂堆積や水衝位置の変化、瀬淵の消失や保全すべき河畔林の

流失等の河道変化が生じた五ヶ瀬川水系北川を対象に、準 2 次元不等流計算及び平面 2 次元河床変動計算を実施し、河

道改修による洪水流下特性の変化を調べた。洪水中の水理量に着目し、実際に生じた河道変化との関係を調べた。その

結果、改修区間端部において、改修前で比べ水面形や摩擦速度が大きく変化する区間では、その後の出水により大きな

河床変動が見られることがわかった。このことは、改修計画検討時に、将来の河道変化を概略予測評価する際に有効な

知見であると考えられる。 
 

河口部の流下能力算定精度の向上に関する検討業務 
Examination of improvement of flowing ability calculation accuracy of estuary 

 （研究期間 平成21～22年度） 

 河川研究部 河川研究室       室 長     服部 敦 
研 究 官     武内 慶了 

 
［研究目的及び経緯］ 

河道計画検討時に流下能力を評価する際、一般に河口部では、下流端境界条件として水位が与えられる。対象とする

河口部の河道特性、将来的な河口部の地形変化の可能性等を総合的に勘案することによって、合理的な河道計画を立案

することが可能となり、維持管理面や環境保全面から河道計画上のメリットが期待される。 

本調査では、出水により河口砂州のフラッシュ現象が観測された事例を対象に、平面2次元河床変動計算により実現

象の再現を試みた。特に、観測で得られた水位の時系列及び出水後期の流速分布との比較を行い、既存技術としての計

算手法の適用性について調べるとともに、改良が必要と考えられる技術の抽出を試みた。また、河口部を河床掘削後に、

もともと堆積していた河床材料より1オーダー程度小さい土砂が堆積し、短期間で河床高が戻った事例を対象に実態分

析を行い、維持管理の面から見た河道掘削限界を把握するための基礎的調査を行った。 

 

土砂移動を考慮した治水安全度評価手法に関する研究 
Study for safety evaluation against flood damage risk in considering of river-bed changes 

（研究期間平成21～23年度） 

 河川研究部 河川研究室       室 長     服部 敦 
主任研究官     菊森 佳幹 

   
［研究目的及び経緯］ 

 洪水時の河川の流水や土砂移動の挙動は複雑であり、流水の影響により堤防の侵食や土砂の異常堆積による予想外の

水位上昇が懸念される。本研究課題では、近年整備されつつある航空レーザ計測により計測された３次元計測データ等

の既存のデータや新たに開発された地形測量技術を用いて計測された測量データを用いた河床変動予測計算を行うこと

により、侵食や堆積による水位上昇を考慮した治水安全度を評価する手法を検討するものである。 

 平成21年度は、新たに開発された地形計測技術として、空中から水深50メートル程度の深さまでの地形を計測でき

る航空レーザ測深器という機器と水面から３次元計測できるサイドスキャンソナーという機器を用いて、水面下地形の

計測を行い河川事業への適応性を検討した。 
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災害調査を活用した技術基準の改訂の検討 
Revision of technological standard based on lessons learned from disaster investigations 

（研究期間 平成20年度～） 

 河川研究部 河川研究室       室 長     服部 敦 
主任研究官     延常 浩次 
研 究 員     福原 直樹 

［研究目的及び経緯］ 

 河川管理施設は、河川工学や水理学、土質力学等に関する技術的知見に基づいて、力学的な安定性を根拠とする基準など

に沿って設計・維持管理されている。そうした技術的知見には、経験の積み重ねと現場における工夫に基づくものもが存在して

いる。 

 災害時には、これまでの経験に合致しない被災事象もあり、これらの被災メカニズムを解明し、技術的知見の収集に努めること

が必要である。 

 本検討は、災害時に迅速に災害現地調査を実施することで、被災メカニズムの解明を行い、収集した新たな知見を基に、技

術基準の改訂を実施するものである。 

平成２１年度は、河道掘削後の河床変動が護岸の安全性に与える影響について、河道改修端部付近で発生した河岸侵食の

被災を例として、現地調査を実施し、被災原因の分析（不等流計算、水理計算および河床変動計算による再現）、妥当性の検

証（河道掘削後の出水により生じる河床変動を予測）を行った。また河道改修（河道掘削）が治水機能に影響をおよぼすかを判

定する方法および維持管理しやすい河道掘削方法について検討を行った。 

 

川のダイナミズムを考慮した河道計画・維持管理手法の検討 
Research on river maintenance methods in consideration of river dynamism 

（研究期間 平成19～22年度） 

 河川研究部 河川研究室       室 長     服部 敦 
主任研究官     尾藤 文人 

 

［研究目的及び経緯］ 

 河川整備計画の策定においては、ある状況（計画河道もしくは現況河道）を想定した流下能力の評価が行われている

が、河道内の地形、河床材料、植生は出水に伴う急激な変化と日々の緩やかな変化を繰り返している。例えば、流下能

力を確保するために河道掘削を実施した直後に、河道が土砂で埋め戻されたなどといった事例や出水中の河床低下によ

り水位から想定される以上の流量が出ている事例等がある。河道は常に変化するものであり、より効率的・効果的な維

持管理を実現するためには、出水中の河床変動を詳細に観測する技術及びそれに伴う適切な粗度管理並びに改修後の地

形変化の予測技術が必要である。 

 本調査では、高精度かつリアルタイムでの計測が可能な河床変動観測技術を確立するとともに、それらを活用した河

道計画・維持管理手法の検討を行うものである。 

 平成21年度は、音響測深機を用いた河床高自動計測の検討として、吉野川及び富士川において音響測深機による観測

を実施した。 
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堤防管理技術の検討 
Improvement in river levee management technology 

（研究期間 平成21～23年度） 

 河川研究部 河川研究室  室 長    服部 敦 
研 究 官    延常 浩次 
研 究 官    福原 直樹 

 
［研究目的及び経緯］ 

 河川堤防は、国民を水災害から守る重要な施設であり、堤防の安全性を確保することは河川管理者の最も重

要な責務のひとつである。一方、昨今の社会的経済的状況を鑑みると、河川堤防の管理においてもより合理的

な管理の実施が求められている。 

 本検討は、植生管理水準、すなわちのり面に繁茂する植物の違いによる堤防表土・堤体内部への影響を把握するとともに、植

生がもつ侵食およびすべりに対する耐力評価をおこない、これらを踏まえ、実堤防に即した堤防管理水準を提案するものであ

る。 

平成２１年度は、堤体の規模、管理水準（築堤後の除草頻度等）、植生の異なる堤防（直轄管理２河川、県管理河川１でチガ

ヤ、セイタカアワダチソウ、ネザサの植物が優占する堤防）から実験用試料を採取し、植生による堤防の耐侵食、根茎が混入し

た土層のせん断強度及び雨水浸透に関する実験を行った。植生の違いからのり面耐侵食水理実験では侵食限界流速及び侵

食速度と流速の関係を、のり面雨水浸透実験では植生の雨水遮断効果および根系を含む土壌への浸透量の違いを定性的に

比較した。 

 

流量観測データの取り扱い及び河道計画への影響評価に関する調査 
Research on improvement of flood discharge observation technology and its effect to the river management 

（研究期間 平成20～22年度） 

 河川研究部 河川研究室  室 長    服部 敦 
 主任研究官    尾藤 文人 

 
［研究目的及び経緯］ 

 流量観測データは河川計画・管理に必要不可欠な資料であるが、その観測技術の多くは昭和３０年代初頭までに確立

した技術に依存したままである。一方、洪水流水中の３次元流速分布の計測技術や無人・連続観測技術等新しい技術が

利用可能となっており、これら計測技術の特性・限界を把握した上で有効に活用することが求められている。また、河

川管理事務所においては人員削減やコスト縮減が求められており、迅速な観測態勢の確保、観測の精度確保等が困難と

なる状況が見受けられる。 

 本調査は、ADCP搭載型橋上操作艇や電波式流速計等新しい流量観測手法を用いた洪水流量観測を実施し、観測手法を

確立するとともに、合理的な河道計画や効率的な河川管理について検討するものである。 

 平成 21 年度は、利根川、富士川、吉野川において、ADCP 搭載型橋上操作艇及び掃流砂採取機等による観測を実施し

た。 

80



 

 

 

河川構造物の耐震対策工法に関する調査検討業務 
Study on methods of antiearthquake procedures for structures concerning river 

（研究期間 平成21～22年度） 

 河川研究部 河川研究室                室 長    服部 敦 
研 究 官      福原 直樹 

 
［研究目的及び経緯］ 

 大規模地震動(レベル 2 地震動)に対する既設河川構造物の耐震点検は、「河川構造物の耐震性能照査指針(案)・同解説」（以下

「指針」という。）により実施されている。指針には、照査に用いる地震動の設定、照査方法の基本事項は規定されているが、照査に

必要となる調査、照査断面の設定等の照査の具体的方法については規定されていない。そのため、河川管理者が、対象となる堤防

と堤防機能を有する構造物の耐震点検を早急かつ円滑に実施できるように、指針に規定されていない事項（具体的な手順、作業内

容）をマニュアルとしてとりまとめて示す必要がある。 

 平成 21 年度は、堤防と樋門・樋管を対象に耐震性能照査に関する検討を行った。堤防に関しては、過去の大規模地震（レベ

ル 2 地震）において被災が生じた 5 事例を対象とし、データの収集及び整理を行った。データ整理を行った後、堤防の耐震点

検を行うにあたって実施する一連区間設定の指標となる項目の抽出、照査断面設定の指標となる項目の抽出を行った。樋門・

樋管に関しては、地震時に樋門・樋管に作用する固有周期の算出を目的とし、検討を行った。固有周期の算出では、大きく影

響を及ぼす重量に着目し、上屋の材料別に分類を行い、分類毎に水流方向及び水流直角方向の固有周期の簡易算定式を提

案した。 

 

河川構造物の技術基準改訂検討業務 
Study for revision of technological standard for structure concerning river 

（研究期間 平成21～22年度） 

 河川研究部 河川研究室                室 長    服部 敦 
研 究 官      延常 浩次 
研 究 官      福原 直樹 

 
［研究目的及び経緯］ 

 河川に関わる技術基準については、様々な技術基準が存在し、技術的事項に対する範囲が不明瞭、基準の目的・時期によ

り技術水準の相違、技術的知見の基準反映の遅滞等の問題点を有しており、これらの問題点の解消が求められている。本検討

は、被災に関する報告書や被災の解析結果等の情報を収集し、知見を蓄積していくことで、現行の河川構造物に関する技術基

準の課題を明らかにし、技術基準の改訂に繋げていくものである。 

平成 21 年度は、堤防の被災に関する知見の収集及び蓄積環境を整備するため、被災事例とその調査、要因分析について

の情報を格納するデータベースの仕様等を検討し、実装を行った。データベースには、堤防の浸透流解析結果や安定性計算

結果等の堤防の浸透に関する詳細点検データ等へのリンク機能を実装しており、被災が生じた際に参照すべきデータの入手

がこれまでよりも容易となる。また、全国各地で生じた被災に関する被災速報、調査結果・被災要因報告書、復旧・対策報告書

等の情報を格納していくことで、知見が蓄積され、河川構造物に関する技術基準の課題が抽出されることになる。 
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河川砂防技術基準改定検討業務（調査） 
 for Revision of Technical Criteria for River Works for Survey 
 
  （研究期間 平成20～22年度）

河川研究部 河川研究室  室      長  服部 敦 

  主任研究官  尾藤 文人

環境研究部 河川環境研究室  室      長  天野 邦彦

  主任研究官  原野 崇 

河川研究部 水資源研究室  室      長  三石 真也

  主任研究官  山本 陽子

危機管理技術研究センター 水害研究室  室      長  伊藤 弘之

 
 
［研究目的及び経緯］ 

 河川砂防技術基準（調査編）は平成 9 年に改訂されているが、技術の進歩が進む中で、改訂後にも様々な技術書が発行され

ている。そのため、改訂後に進んだ新たな技術について、河川砂防技術基準（調査編）へ反映させる必要がある。 

 本業務は、新たな技術について、河川砂防技術基準（調査編）（案）に反映すべく、改定検討を行うものである。 

 平成 21 年度は、「編集責任者・執筆責任者会議」を開催し、各章の改定方針について調整を行い、原稿の執筆を進めている

ところである。 

 

河川技術共同研究 
Investigation of New River Technology 
  （研究期間 平成21年度～）

河川研究部 河川研究室  室      長  服部 敦 
  主任研究官  尾藤 文人

水資源研究室  研 究 官  土屋 修一

危機管理技術研究ｾﾝﾀｰ 水害研究室 室      長  伊藤 弘之
  主任研究官  小林 肇 

 
［研究目的及び経緯］ 

 河川行政における技術政策課題を解決するため、産学のもつ先端的な技術を積極的に活用し、産学官連携による技術

研究開発を促進することを目的として、技術研究開発体制を構築するために、平成21年に河川局に「河川技術研究開発

制度」が創設された。このため、国土技術政策総合研究所では、本制度の方針の検討及び応募課題審査にあたっての技

術的意見付与、および採択された研究課題の委託を行っている。 

 平成 21 年度は、「X バンド MP レーダ等の観測情報の活用に関する技術」、「合成開口レーダ（SAR）を利用した防災情

報把握に関する技術」、「新材料を用いた樋門樋管ゲートの性能設計・施工技術に関する技術」について、委託研究を行

った。 
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環境に考慮した養浜手法に関する研究 
Research on the method of beach nourishment taking account of coastline environment 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
河川研究部 海岸研究室       室長           諏訪 義雄 
River Department, Coast Division                    Head           Yoshio SUWA 
             研究官            渡邊 国広 

               Researcher    Kunihiro Watanabe 
 

We curried field observation on the Sendaiwan-nambu coast in order to reveal the daily and 
seasonal variation in coastal animals.  Both number of species and biomass were highly variable 
during day in surf zone, thus the results of traditional survey curried in coastal works were considered 
to be underestimated. Effective methods for catching animals with high mobility at sea coast were 
discussed. 

  
 
［研究目的及び経緯］ 

海岸事業で養浜を実施する際に、環境に対して何ら

かの配慮をするには、養浜によって失われる、もしく

は新たに形成される生物生息空間の質と量を定量的に

予測する技術が必要である。これまでに海岸研究室で

は、外力の激しい開放性砂浜においても利用可能な生

息適地指数（HSI）モデルを開発してきたが、モデル

の精度向上には現場における生物データの蓄積が不可

欠である。しかし、海岸事業にともなう生物調査は通

常、限られた季節の昼間に実施されるため、日周性・

季節性を有する生物が存在する海岸では、砂浜の生物

的な価値が過小評価される可能性がある。財政的に調

査の実施頻度を増やすことが難しい現状では、調査回

数を増やすことによる過小評価の回避は望めないため、

調査回数を極力増やさずに最も効率的のよいタイミン

グを狙って調査を実施していく必要がある。そこで本

研究では、生物の日周性・季節性についての知見が乏

しい開放性砂浜を対象に現地調査を実施し、調査の実

施タイミングの違いが生物調査の結果に与える影響を

明らかにし、効率の高い環境調査計画の立て方につい

て検討することを目的とした。 
［研究内容］ 

仙台湾南部海岸に環境が類似した 3 測線を設定し、

各測線につき砕波帯（水深 1ｍ）、砕波帯沖（水深 5ｍ）、

非砕波域（水深 10ｍ）の 3 点の計 9 測点において、早

朝・昼間および夕刻の生物採集調査を 2009 年の夏季

と秋季に実施した。採集方法は砕波帯では汀線ネット、

砕波帯沖・非砕波帯では丸稚ネット及び小型ビームト

ロールとし、水中光量および水温塩分の鉛直分布も同

時に計測した。得られた結果をもとに、海浜生物の出

現状況に見られる日周性、季節性について考察し、効

率の良い調査計画の立て方について検討した。 
［研究成果］ 
（１）海浜生物の日周性 

海浜生物の種数は砕波帯では早朝に最も多く確認さ

れ（図１）、夕刻に確認された種のほとんどは早朝調査

で確認されていた。砕波帯沖と非砕波帯では夕刻に種

数が多くなる傾向にあったが（図２）、3 時間帯のいず

れかのみに出現する種が出現種数の半数近くを占めて

いた。このことから、砕波帯については早朝に調査を

集約可能だが、砕波帯・非砕波帯では調査時間を集約

することで把握されなくなる種も多いことがわかった。

また、出現個体数は生物種および調査時間による差異

が大きく、例えば海浜生物の重要な餌資源であるコク

ボフクロアミ（写真１）は水中照度とよく対応した出

現状況を示し、昼間に調査したのでは全く評価から抜

け落ちてしまうことが明らかとなった（図３）。 
（２）海浜生物の季節性 
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図１ 砕波帯における種数の日週変化（夏） 
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汀線ネット、丸稚ネット、小型ビームトロールのい

ずれの手法についても夏季と秋季で確認種数に大きな

違いは見られなかったが、種組成は大きく異なり、両

季ともに確認された種は全確認種数の半分にも満たな

かった（図４）。出現個体数は、ミツクリハマアミ、ヒ

メスナホリムシ、カタクチイワシが夏に、コクボフク

ロアミ、アユが秋に多い傾向にあったように、生物種

ごとに異なっていた。採取生物全体の湿重量は、砕波

帯では秋季は夏季の 2 倍程度の湿重量であったのに対

して、砕波帯沖・非砕波帯では秋季は夏季の約 63%程

度に留り、ハビタットによってバイオマスの多い季節

が異なることが明らかとなった。これらのことから、

生息種を把握するにはなるべく季節を変えた調査が必

要であるが、特定の種もしくはハビタットにおける生

息生物全体のバイオマスを評価するのであれば、バイ

オマスの高い季節に調査を集約させることも可能と考

えられた。 
 

 
（３）効率的な調査計画 

現地調査の結果をもとに、最も効率良く確認種数も

しくはバイオマスを増やすことが出来る調査の順位付

けをした。その結果、生物種の把握を目的とするので

あれば、夏季の朝・夕における汀線ネット、丸稚ネッ

ト、ビームトロールの 3 調査と秋季の夕刻のビームト

ロール調査を、バイオマスの把握を目的とするのであ

れば、異なる季節のビームトロール調査をそれぞれ優

先するべきであることがわかった（図５）。 

［成果の発表］ 
 土木学会の海岸工学論文集に投稿し、査読中。 

［成果の活用］ 

本調査で得た結果および試行した生物採取方法の実

績を踏まえて、陸上部分のみを対象とした海辺の生物

国勢調査マニュアル（案）に海域部分を加えた新たな

調査マニュアルを作成する予定である。 
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図３ コクボフクロアミの個体数の日周変化（秋）

0

10

20

30

40

50

60

70

汀線ネット 丸稚ネット 小型ビーム

種
数

採取方法

秋季のみ出現

両季とも出現

夏季のみ出現

図-4 出現種数の季節別内訳 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0
5
10
15
20
25
30
35
40

夏
夕
ビ
ー
ム

秋
夕
ビ
ー
ム

夏
朝
丸
稚

夏
朝
汀
線

秋
夕
丸
稚

秋
昼
丸
稚

秋
昼
ビ
ー
ム

夏
夕
丸
稚

夏
朝
ビ
ー
ム

秋
朝
丸
稚

秋
朝
ビ
ー
ム

夏
昼
汀
線

秋
朝
汀
線

夏
昼
丸
稚

夏
夕
汀
線

夏
昼
ビ
ー
ム

秋
昼
汀
線

秋
夕
汀
線

確
認
率

（%
）

種
数

調査方法

新規確認種数

確認率（%）

図-5 各調査における新規確認種の確認状況パレ

ート（生物種の把握） 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

朝 昼 夕

種
数

図２ 砕波帯沖における種数の日周変化（秋） 

写真１ コクボフクロアミ 
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避難意思決定要因に基づく海岸災害からの避難促進に関する研究 
Research on Prompting Evacuation from Coastal Disasters Based on Factors in Evacuation 

Decision-Making（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
河川研究部 海岸研究室       室長        諏訪 義雄 
River Department                             Head           Yoshio SUWA 
Coast Division                   主任研究官         加藤 史訓 

              Senior Researcher  Fuminori KATO  
 

We conducted questionnaire surveys on factors in evacuation decision-making, tested 
workshops on evacuation from tsunamis based on the factors, and proposed an effective measure to 
prompt evacuation from coastal disasters.  The workshops rose resident’s intention to evacuate by 
preparing materials and contents improve some weak points that were measured. 
 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、住民の避難判断力、地域防災力、行政の

避難支援力の向上を通じて高潮・津波による人的被害

の大幅な軽減を図るため、高潮・津波に関して、住民

の避難意思決定における各要因の影響を定量的に評価

し、その要因に対応する避難促進施策の効果を明らか

にし、その結果をふまえて避難促進施策の具体的な進

め方を提案するものである。 
［研究内容］ 

（１）避難意思決定要因に関する調査 

平成 18 年 11 月に発生した千島列島沖地震のため津

波警報および避難勧告が発令された北海道釧路市と、

平成19年8月の台風5号接近に伴い高潮警報および避

難勧告が発令された山口県宇部市および山陽小野田市

を対象に、避難行動とそれに関わる要因について質問

紙調査を実施した。避難行動の仮説を立てて各要因に

対応する質問を設定するとともに、居住場所などの回

答者の位置情報は GIS 上で測定し、得られたデータを

用いて共分散構造分析により仮説を検証した。 

図 1は検証された釧路市の最終モデルである。浸水

に対する不安から避難意図へ、避難意図から避難行動

へ至るパスが明瞭に現れているが、避難情報（津波警

報、避難勧告）の認知は浸水に対する不安や避難意図

にほとんど関係していなかった。避難意図には、浸水

に対する不安のほか、先行体験や避難に関わる資源が

比較的強く関係していた。この結果から、被災経験や

避難経験の共有、要援護者対策、近隣への避難場所整

備が、避難を促進する上で重要と考えられる。また、

ソーシャルキャピタルは防災への関心（ハザードマッ

プの認知など）に大きく関係しており、ソーシャルキ

ャピタルから防災への関心への矢印を逆にしても大き

なパス係数が算出されたことから、この両者には双方

向に密接な関係があるものと考えられる。高潮を対象

とした宇部市、山陽小野田市でも、同様の結果が得ら

れた。 
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図 1 避難意思決定要因とワークショップの重点事項 

 

（２）避難促進施策の試行と効果分析 

本調査では参加体験型のグループ学習であるワーク

ショップに注目し、解明された避難意思決定要因を踏

まえて、図 1 のようにワークショップの重点事項を整

理し、釧路市内の３地区において実施した。 

・避難意図・行動に関係している被災経験を擬似的に

得るため、市内で撮影した写真に想定津波による浸水

の様子を合成した動画（図 2）を作成し、ワークショ

ップで説明する。津波の遡上状況がわかる映像は、ス

マトラ沖地震後に何度も目にする機会があったが、釧

路市でも津波による浸水が想定されていることが一目

でわかるように、釧路市民に馴染み深い釧路川の幣舞

橋周辺を対象とした。また、釧路市に津波が来襲した

ことがあることを周知するため、多数の市民が避難し

た昭和 27 年の十勝沖地震などの体験談を参加者や地

域で共有できるように絵（図 3）としてまとめる。 
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図 2 津波遡上動画の一場面 

 

 
図 3 作成された復元画（壊れた久寿里橋） 
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図 4 大楽毛地区における避難意向 

 

・避難行動に関係していなかった津波警報や避難勧告

について、その発令時の危険性について説明すること

で、浸水に対する不安や避難意図を高める。 

・近所づきあいや地域活動が防災にも寄与することを

理解し、その活動を促す。 

 図 4のように、第１回ワークショップの前では、避

難勧告発令時に必ず避難する、あるいは避難すると回

答した人は約半数に留まっていたが、ワークショップ

後には増えていた。また、次回のワークショップまで

に避難意向はある程度元に戻るものの、前回のワーク

ショップで高まらなかった知識・意識を把握し、その

結果を次回の内容に反映しながら回数を重ねるにつれ

て、避難意向が高まる傾向が認められた。 

［研究成果］ 

避難促進施策の試行結果をふまえて、避難促進施策

の進め方の要点を図 5 のように整理した。地域の特性

や課題を把握した上で、効果検証をしながら施策を進

めることが必要である。 
 

地域特性の把握
・対象地域の範囲
・地域の成り立ち（歴史的経緯）
・地域の災害履歴と避難実態
・自主防災組織等の活動状況

避難上の課題の抽出
・避難勧告が出されても逃げない
・避難場所を知らない
・避難に援護が必要
・防災も含め地域への関心が低い など

課題解決のため実態把握
・避難勧告発令時の避難意思とその決定要因
・想定されている危険性の認識
・避難勧告や津波警報等の重大性の認識
・防災への関心に繋がる地域活動への参加状況 など

避難促進施策の実行と効果検証を通じた改良
・避難意思決定要因に対応した情報提供の内容と方法
・避難促進施策の効果把握
・伝わらなかった知識・意識の再伝達
・避難促進施策を継続する仕組み など

地域特性の把握
・対象地域の範囲
・地域の成り立ち（歴史的経緯）
・地域の災害履歴と避難実態
・自主防災組織等の活動状況

避難上の課題の抽出
・避難勧告が出されても逃げない
・避難場所を知らない
・避難に援護が必要
・防災も含め地域への関心が低い など

課題解決のため実態把握
・避難勧告発令時の避難意思とその決定要因
・想定されている危険性の認識
・避難勧告や津波警報等の重大性の認識
・防災への関心に繋がる地域活動への参加状況 など

避難促進施策の実行と効果検証を通じた改良
・避難意思決定要因に対応した情報提供の内容と方法
・避難促進施策の効果把握
・伝わらなかった知識・意識の再伝達
・避難促進施策を継続する仕組み など  

図 5 避難促進施策の進め方の要点 

 
［成果の発表］ 
1) 加藤史訓・諏訪義雄・林春男：2006 年千島列島沖

地震における津波からの避難の意思決定，水工学

論文集，第 53 巻，pp.865-870，2009 

2) 加藤史訓・諏訪義雄・林春男：2007 年台風 5 号接

近時における高潮からの避難の意思決定，海洋開

発論文集，Vol.25，pp.825-830，2009 
3) 加藤史訓・諏訪義雄・桜井 厚・安藤 章・川除

隆広：避難意思決定要因に基づく津波避難ワーク

ショップの効果分析，海岸工学論文集，第 56 巻，

pp.1356-1360，2009 
4) 加藤史訓・諏訪義雄：高潮・津波からの避難に関

する調査，国土技術政策総合研究所資料，第 568
号，280p，2010 

［成果の活用］ 

本研究の成果をとりまとめた国土技術政策総合研究

所資料を関係機関に配布し、各地区での避難意識の向

上を図る予定である。 
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地球温暖化による気候変動の影響に適応した国土保全方策検討 
Research on the Adaptations for the Climate Change in National Land Conservation 

（研究期間 平成 20～21 年度） 

 
河川研究部                        室長         諏訪 義雄 

River Department                             Head            Yoshio SUWA 
河川研究部 海岸研究室      主任研究官         野口 謙二 
River Department                             Senior Researcher  Kenji NOGUCHI  
Coast Division                   

 
          The River Bureau, MLIT was given a policy report in Nov. 2007 by River sector committee 
of panel on infrastructure development. The report includes specific strategies for coast sector. As the 
first stage, we focuses to sea level rise and typhoon storm surge change. We show previous sea level 
raised value around Japan as a design increment. We tried to estimate a future typhoon surge risk 
with Earth Simulator Results on collaboration with Kyoto Univ. under KAKUSHIN project. 
 
［研究目的及び経緯］ 

近年、地球温暖化による気候変動に伴う災害リスク

の全地球的な増大がより確かなものとして予測され、

我が国でも災害リスク増大の脅威から安全・安心を確

保することは喫緊の課題となっている。本研究では、

まず気候変動による外力の変化や海面上昇、渇水、洪

水、高波等による影響について把握し、河川・海岸の

施設機能の低下、海岸侵食、ゼロメートル地帯の浸水

区域の増大等の直接的な被害や社会経済活動への影響

など間接的な被害がどの程度及ぶのか評価する必要が

ある。さらに、外力等の変化に対応した施設形態や整

備計画のあり方やリスク回避のための適応策について

短期・長期的な適応戦略の提案を行い、将来の災害に

強いしなやかな国土の形成に資することを目的とする。 
 

［研究内容］ 

（１）海水面上昇と嵩上げ必要量 

図１は、気候変化に伴う高潮の外力変化と海岸堤防

の嵩上げ必要量の関係を示したものである。嵩上げ必

要量は、平均海水面の上昇分△Ｚa、潮位偏差の増加分

△Ｚb、波浪打上げ高の増加分△Ｚcの 3つに分けるこ

とができる。海岸堤防が存在する砕波後の打上げでは

水深が大きいほど打上げ高が増すので、海水面上昇△

Ｚaによる嵩上げ必要量は△Ｚa＋△Ｚcとなり注意が

必要である。 

 

（２）我が国沿岸の海水面の変化状況 

 我が国沿岸の潮位変化について、観測箇所数が多く

確保できる 1988 年以降の験潮場の年平均潮位の変化

速度、衛星高度計(1993 年-2003 年)の各験潮場近傍の

格子点で算出した海面上昇速度を比較したものが図２

である．図には IPCC 第 4 次評価報告書で示された衛星

高度計観測値(1993 年-2003 年)の全球平均の海水面上

昇量 3.1mm/年も入れてある。 

 験潮場の変化速度と近傍の衛星海面高度計の海水面

上昇速度は一致しない場所もあるが、全体的に両者と

も全球平均値 3.1mm/年の前後に分布する。半島や離島

では 3.1mm/年から大きく離れる場所が多いが、これら

の地点では海流流路の変動による水位変化を含んでい

ることが要因と考えられる。 

 海水面上昇を、験潮場や沿岸ごとに算出する方法も

考えられるが、前述したとおり験潮場の潮位変化速度

と近傍の衛星海面高度計で値が異なる場合もあること、

海流流路変動の周期に比較して十分に長い期間のデー

タが得られないこと踏まえると、現状では日本沿岸一

律 3.1mm/年で見積もる方法が無難と考えられる。 

 

（３）台風の変化による台風時リスクの変化試算 

 国土技術政策総合研究所は、財団法人地球科学技術

図１ 気候変動に伴う外力変化と必要防護の考え方
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総合推進機構（3月 31 日解散）との共同研究により文

部科学省２１世紀気候変動予測革新プログラムへ参画

している。このプログラムで得られた予測データの活

用し、同プログラムの京都大学防災研究所と連携して

台風の変化による台風時リスクの変化の算出を試みた。 

 京都大学防災研究所が同プログラム内で気象研究所

が実施した温暖化予測結果を用いて、統計的に優位と

なるようにモンテカルロ法を用いた確率台風モデルに

より現在気候および 100 年後の将来気候についてそれ

ぞれ 10,000 年分の台風を作成する。台風は計算メッシ

ュごとの既存の台風通過情報から確率分布と乱数によ

り移動、成長、消滅を再現される。国土技術政策総合

研究所は、この作られた台風より東京湾、伊勢湾、大

阪湾、土佐湾に影響を及ぼす台風を抽出し、それらに

ついて高潮・波浪推算を実施した。 

 この台風を用いてそれぞれ湾について50年,100年，

200 年,500 年の再現確率となる潮位偏差を求めて沿岸

の分布として表した。図４に大阪湾に関する高潮偏差

の現在気候から将来気候へ変化量を示す。全体として

増加する結果となっているが、地点によっては確率年

の順位が逆転している。これは一律に増加するのでは

ないことを示している。また、台風予測の結果は京都

大学防災研究所の台風データを用いた場合のものであ

り、気候予測モデルから得られる台風の変化の性質や

確率台風モデルの既存台風データやパラメータ設定に

依存するため、確定的な評価に至ることはできない。 

 

［研究成果］ 

海岸保全や河川管理の基本となる海面上昇について

日本沿岸における既上昇量の概算法を示した。また、

新たな予測結果に対して簡易に評価できる手法を開発

した。 

 
［成果の発表］ 
野口賢二・諏訪義雄・五味久昭・松藤絵理子：気候変動

適応に向けたわが国沿岸の既海面上昇基準量の設定に

むけて，土木学会論文集 B2(海岸工学),Vol.66, No.1，

第 53 巻，2010 投稿中. 

図２ 衛星と験潮場の海面上昇速度比較（左ほど北） 

図３ 解析した地点の位置（大阪湾）  図４ 京大防災研確率台風(ver.H21)による大阪湾の高潮偏差の変化
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気候変化に対する海岸保全施設の整備に関する技術的検討 
Research on Shore Protection Works against Climate Change（研究期間 平成 20～21 年度） 

 
河川研究部 海岸研究室       室長           諏訪 義雄 
River Department                              Head           Yoshio SUWA 
Coast Division                    主任研究官        加藤 史訓 

               Senior Researcher  Fuminori KATO  
             主任研究官        野口 賢二 

               Senior Researcher  Kenji NOGUCHI 
 

We surveyed failure mechanisms of coastal levees and revetments, and proposed a design 
procedure of coastal levees to adapt to climate change. The procedure includes selection flowcharts 
of construction works to enhance facility performance, calculation of life-cycle cost, and maintenance 
planning.  
 
［研究目的及び経緯］ 

日本学術会議の提言や社会資本整備審議会河川分

科会の答申は、気候変動により生じると考えられる海

面上昇や波浪の変化への具体的な適応策の実行を求め

ている。本検討では、海岸保全施設における気候変動

への適応について、計画から施工、維持管理の各ステ

ージにおいて現場が検討すべき内容を具体的に示し、

適応策の実施を可能にすることを目的としている。 
［研究内容］ 

（１）被災事例の整理・分析 

 河川局所管海岸における平成 11 年以降の海岸堤

防・護岸の被災事例を収集し、表 1のように被災形態

を分類した。 

（２）安全性能の評価 

各被災形態の限界状態を表す性能関数を作成し、実

海岸を対象に安全率および安全性指標を試算した。 

（３）海岸堤防の性能強化工法の検討 

海岸堤防の目的達成性能（海水侵入防止、越波減少）

と安全性能を強化する工法について、現況堤防の構造

や侵食の状況、用地制約などを条件として整理した。 

（４）海岸堤防の設計手順の検討 

気候変化に対応して海岸堤防の性能を向上させる場

合を想定して、海岸堤防の設計手順を整理した。 

［研究成果］ 

図 1 のように、気候変化に対応して海岸堤防の性能

を向上させる場合を想定した検討フローでは、用地制

約等をふまえて性能強化工法の実施シナリオを複数案

策定し、ライフサイクルコストの算定結果等の比較に

より最適案を選定することとし、実施シナリオに対応

した維持管理計画の策定も含めた。 
 

また、図 2 のように、広域の侵食の有無、越波防止

機能、空洞化の有無、波力に対する安全性、洗掘の有

無について、現時点と将来（気候変化後）について判

定した上で、必要な対策を選定できるフローを作成し

た。また、表 2 のように必要な対策の工法を整理し、

図 3 のように各対策の工法選定フローを作成した。 
［成果の発表］ 
 今後、論文としてとりまとめて発表する予定である。 

［成果の活用］ 

各海岸での適応策の検討および実施に活用する。 
 

表 1 海岸堤防・護岸の被災形態 

自立構造型 
（直立タイプ） 

被覆構造型 
（傾斜タイプ） 

コンクリートブロック被覆

型（緩傾斜タイプ） 

滑動 

 

下部滑り出し破壊（滑動） 
 

上部被災 

 
転倒 

 

上部倒壊 

 
 

中部被災 

 

パラペット倒壊 

 

天端の陥没 

 

下部被災 

 
天端クラック・沈下・陥没 

 

堤体の曲げ破壊 

 

全体被災 

 

－ － 

天端の陥没 
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設計条件の見直し

性能強化工法実施箇所 の海岸堤防の概略設計

維持管理計画の策定

性能強化工法実施箇所 の海岸堤防の詳細設計

(1) 経年的に変化する自然的な要因の整理

　・気候変化に伴う温暖化による平均海水面の上昇量の経年変化

　・海浜地形の長期的変化
　・広域に発生する地盤沈下量

　・高潮による水位上昇および波高変化

(2) 対象施設の現状把握と将来予測
　・海岸堤防施設の健全度評価

　・堤防天端高の評価

　・コンクリートおよび鋼材等の材料の劣化度
　・空洞化の有無

(3) 周辺環境および社会特性の現状把握と将来予測

　・堤防強化工法施工のための用地制約条件
　・背後地資産（人口、資産）の推移

　・海岸保全施設の必要性の推移

(1) 海岸堤防の防護目標水準と供用期間の設定

(2) 性能強化工法の基本的方針の検討
(3) 性能強化工法の抽出

(4) 性能強化工法に対するシナリオ策定

(5) ライフサイクルコストの算出
(6) 最適案の選定

(1) 設計条件の検討

　・設計潮位、設計波等（現在と将来でそれぞれ設定）

(2) 構造形式の検討
(3) 詳細設計の実施

(4) 施工計画の立案

(1) 健全度評価

(2) 維持管理計画の策定

 
図 1 海岸堤防の設計における検討フロー 

 
表 2 性能強化のための各対策の工法 
対策 工法 

侵食防止対策 漂砂制御施設、養浜等 
越波防止対策 堤防の嵩上げ 
波浪制御対策 消波施設、養浜等 
越波許容対策 排水工、二線堤 
空洞化対策 止水工、土砂充填、地盤改良等 
波返工の補強対策 腹付け等 
洗掘対策 根固工、養浜等 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 性能強化工法の選定フロー 

 Start

基礎部の破損・ズレによる
吸い出しの有無 なしあり

なし

止水矢板の

破損あり

消波工の

有無 なしあり

消波工の撤去

止水矢板の破損

箇所の補修・補強
Or

止水矢板の新設

充填工

・モルタル系注入
・グラウト系注入

・流動化処理土

消波工の

有無 なしあり

消波工の撤去

止水矢板の破損

箇所の補修・補強
Or

止水矢板の新設

根固め・基礎コン
クリートの

破損箇所の
補修・補強

Or
新設

根固め・基礎コン
クリートの

破損箇所の
補修・補強

Or
新設

堤体（表法面被覆工）の変

状・目地のズレの有無 なしあり

消波工の

有無 なしあり

消波工の撤去

表法面被覆コンク

リートの補強
・前面コンクリート

　　　　　　　　張り
・増しコンクリート
・シート張り

表法面被覆コンク

リートの補強
・前面コンクリート

　　　　　　　　張り
・増しコンクリート
・シート張り

堤体土砂の（圧密）
沈下の有無 なしあり

充填工

・モルタル系注入
・グラウト系注入

・流動化処理土

充填工

・モルタル系注入
・グラウト系注入

・流動化処理土

充填工

・モルタル系注入
・グラウト系注入

・流動化処理土

充填工
・モルタル系注入

・グラウト系注入
・流動化処理土

充填工
・モルタル系注入

・グラウト系注入
・流動化処理土

充填工
・モルタル系注入

・グラウト系注入
・流動化処理土

再チェック！

◆止水矢板の評価 ◆根固め・基礎コンクリートの評価

◆堤体（表法面被覆工）の評価

◆堤体土砂の（圧密）沈下の評価

 
図 3 空洞化対策工法の選定フロー 
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河川砂防技術基準の海岸関係部分についての検討 
Research on Coast Related Technical Criteria for River Works（研究期間 平成 21 年度） 

 
河川研究部 海岸研究室       室長           諏訪 義雄 
River Department                              Head           Yoshio SUWA 
Coast Division                    主任研究官        加藤 史訓 

               Senior Researcher  Fuminori KATO  
             研究官            渡邊 国広 

               Researcher    Kunihiro Watanabe 
 

We reviewed technical criteria for coastal works officially published in foreign countries, and 
reviewed literatures about newly established coastal work and research methods in Japan.  Technical 
issues to be revised in new edition of coast related technical criteria for river works were discussed. 

  
 
［研究目的及び経緯］ 

河川砂防技術基準の調査編と設計編の改定が予定

されているが、海岸関連の章については、前回の改訂

以降、海岸法の改正がおこなわれたことから、大幅に

記述内容を書き換える必要がある。また、国外におけ

る指針類の改訂や国内における新調査法や工法の実施

も相次いでおり、これらの変化への対応が必要とされ

ている。そこで、本検討では、国内外の調査・設計指

針類、国内の新工法事例、新たな環境調査手法の実施

事例を整理し、新たに技術基準に盛り込むにあたって

の留意点について検討することを目的とした。 
［研究内容］ 

（１）国内外の調査・設計指針類の整理・分析 

 国外機関が発行する海岸施設の設計指針類の中で、

日本の技術基準とは異なる部分を抽出した（表１）。ま

た、同一の外力条件で天端高や被覆材質量などを試算

して、日本の技術基準による結果と比較検討した。生

態系および利用面の配慮に関する項目については、国

内のマニュアル類も比較の対象とした（表２）。 

（２）国内の海岸事業における新工法事例の分析 

下新川海岸の有脚式突堤、神向寺海岸の礫養浜、石

川海岸の新型人工リーフについて、各新工法例におい

て得られている知見等を、1)目的と機能、2)設計の方

針、3)要求性能、4)照査において考慮すべき条件、5)

目的達成性能の照査、6)安全性能の照査の観点から整

理し、新工法導入における技術基準上の制約及び不足

点について検討した。 

（３）新たな環境調査手法についての分析 

リモートセンシング、バイオロギング・バイオテレ

メトリー、分子生物学的手法について、海岸における

実施事例 42 例について、1)目的、2)対象種、3)実施場

所、4)調査時期、5)調査回数、6)調査項目、7)調査結

果について整理し、既存調査手法との差異や、調査結

果を取扱う上での留意点等についてとりまとめた。 

 

表１ 対象とした国内外の設計指針類 

国外の設計指針類 

ISO/DIS21650   
-Actions from waves and currents on coastal structures 
Date2005-04-29 

米軍陸軍工兵隊 
-Coastal Engineering Manual (CEM) 

オランダ公共事業者の海岸関係マニュアル 

-Guide on Sea and Lake Dikes（堤防ガイド） 
-Manual on artificial beach nourishment（養浜マニュア

ル） 
-TECHNICAL REPORT WAVE RUN-UP AND 
OVERTOPPING AT DIKES（堤防における波のうちあ

げと越波に関する技術報告） 
国内の設計指針類 

国土交通省 河川砂防技術基準（案）同解説  

計画編 平成 16 年 3月 

改訂新版 建設省河川砂防技術基準（案）同解説  

設計編［Ⅱ］ 平成 9年 9月 

海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16 年 6月

 
表２ 対象とした国内のマニュアル類 

海岸施設設計便覧 2000 年    平成 12 年 10 月 

人工リーフの設計の手引き（改訂版）平成 16 年 3月 

緩傾斜堤の設計の手引き（改訂版） 平成 17 年 12 月

自然共生型海岸づくりの進め方   平成 15 年 3月 

海岸景観形成ガイドライン     平成 18 年 1月 

ライフサイクルマネジメントのための海岸保全施設維

持マニュアル（案）～堤防・護岸・胸壁の点検・診断

～ 平成 20 年 2月 
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［研究成果］ 
（１）国内外の調査・設計指針類の整理・分析 

1)設計基準の記述の比較 

ISO においては規則波、不規則波の取扱いの違い等、

基準の拘束度が明確に書き分けられていること、CEM

においては、計画・設計・施工・モニタリングの各段

階において留意事項が網羅されていることがわかった。 

2)設計に用いる算定式等の比較 

設計に用いる算定式は、被覆材重量については違い

がないが、越波量及びうちあげ高は日本では用いられ

ていないものが記述されていることが確認された。越

波量とうちあげ高について試算をおこなったところ、

越波量はオーダーとしては近い値を示すが（表３）、国

内基準にある合田の越波量算定図は直立堤を想定して

いるため、一様傾斜地形等については模型実験等との

比較も踏まえて適用性の判断をする必要があることが

わかった。うちあげ高については、ISO、CEM の算定式

は波の不規則性を考慮している点、国内の基準で採用

されている改良仮想勾配法は複雑な地形条件を考慮で

きる点など双方に長所・短所があり、国内基準で算定

されるうちあげ高は国外基準による 2%確率のうちあ

げ高 R2%と比較して、内湾性波浪の場合には高く、外洋

性波浪の場合には低く算定されることが明らかとなっ

た（表４）。 

3)生態系および利用面の配慮に関する項目の比較 

 生態系への配慮については、CEM には構造物別、環

境別、生物種別に、オランダの養浜マニュアルには施

工段階ごとに配慮事項が整理されていた。利用への配

慮については、CEM とオランダの堤防ガイドに記述が

あった。これらと比較すると、以下の項目については、

国内の文献に整理されていないか、もしくは一部のみ

の記載になっており、考え方については技術基準に、

個別の具体的な配慮事項については参考図書類として

整備していく必要があることが確認された。 

・構造物別の配慮事項 

・環境別の配慮事項 

・生物種別の配慮事項 

・養浜に関する配慮事項 

 

表３ 越波量算定結果比較表 

算定式 例題１ 

（内湾性波浪） 

例題２ 

（外洋性波浪）

国内基準 0.0046 m3/s 0.0260 m3/s 

ISO 0.0093 m3/s 0.0103 m3/s 

オランダ 0.0161 m3/s 0.0193 m3/s 

 

表４ うちあげ高算定結果比較表 

算定式 例題１ 

（内湾性波浪） 

例題２ 

（外洋性波浪）

国内基準 2.79 m(H1/3) 

2.85 m(Hmax) 

4.10 m(H1/3) 

4.73 m(Hmax) 

ISO 2.18 m 5.16 m 

オランダ 2.41 m 5.71 m 

アメリカ 2.04 m 4.84 m 

 

（２）国内の海岸事業における新工法事例の分析 

設計資料を整理した結果、新工法事例においても、

基本的には、現行の技術基準に照らして機能、安定性

の照査が実施されていることから、技術基準の見直し

は必要ないことが確認された。ただし、これらの新工

法は模型実験結果に基づいた透過率等を用いて、設計

が実施されているので、そうした知見を今後の事業で

活用できるように技術基準で例示する参照図書の中に

追記する必要があると考えられた。 

（３）新たな環境調査手法についての整理・分析 

実施事例について整理した結果、リモートセンシン

グについては、少ない時間的・金銭的な負担で広域的

な分布状況を得ることに優れているため、藻場やサン

ゴの分布域把握調査で活用されていることが確認され

た。しかし、海水の濁り等がある場合、または対象が

海中深くにある場合には分布の判定が困難であり、海

域調査の一般的手法とすることはまだ難しいものと考

えられた。 
バイオロギング・バイオテレメトリーについては、

ヒラメ、アイゴ、アザラシ、カブトガニなどで使用実

績はあるものの、発信器やデータロガーのコストが高

い点、大型の動物にしか装着できない点が課題となり、

水産学的・生態学的な研究における利用に留まってい

ることがわかった。タグの小型化、回収システムの開

発などの途上段階にあり、一般的手法とするのはまだ

早計と考えられた。 
分子生物学的手法については、海岸事業の中で実施

された例はなく、現段階では基準に記載する必要はな

いが、アマモ個体群間の遺伝的類似性のように事業の

なかで環境配慮をしていくうえで重要な情報源となる

知見も存在するため、参考図書の中で取り扱う必要は

あるものと考えられた。 
 

［成果の発表］ 
 今後、論文としてとりまとめて発表する予定である。 

［成果の活用］ 

河川砂防技術基準の改定において本検討結果を反映

させる。 
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DNA マーカーによる砂浜の生態系ネットワークの解明 
Research on ecological network among coast using DNA markers 

（研究期間 平成21～23 年度） 

 河川研究部 海岸研究室        
                                      研 究 官     渡邊 国広 
 
［研究目的及び経緯］ 

 これまでの海岸行政では、流砂系を単位として海岸保全の基本計画が策定されてきたが、砂浜生態系保全の観点から

は全く異なる単位で管理をおこなったほうが効率的となる可能性がある。なぜならば、海浜生物の中には、自身による

移動や種子撒布などによって、地理的に連続していない砂浜への移入が可能なものも多いからである。そこで本研究で

は、離れた砂浜の生態系どうしを連結するネットワークである“海の道”を解明することを目的とし、日本全国の砂浜

に生息する複数種の海浜生物のDNAを採取し、砂浜間の遺伝子流動および砂浜内におけるクローンの拡散動態について

解析する。 

 本年度はまず、伊勢湾西南海岸と徳島県蒲生田海岸の２海岸において、植物、昆虫、仔稚魚、甲殻類等の幅広い分類

群を対象としたサンプル採取の予備試験を実施し、サンプルの採取方法および粗全DNAの抽出法を確立した。続いて、

仙台湾南部海岸、遠州灘、伊勢湾西南海岸、徳島県蒲生田海岸、宮崎海岸、宮古島において試料採取を実施した。 

 

波浪うちあげ高予測システムに関する調査 
Research on Wave Runup Forecast System 

（研究期間 平成21～23年度） 

 河川研究部 海岸研究室                  室  長  諏訪 義雄 
         主任研究官  加藤 史訓 
         研 究 員   笹岡 信吾 
 
［研究目的及び経緯］ 

 河川局が設置した高潮対策検討委員会の中間とりまとめをふまえて、各海岸のうちあげ高をリアルタイムで予測し都

道府県等に配信するシステムを、富山湾、駿河湾、伊勢湾、大阪湾・播磨灘等を対象に運用している。予測精度の向上

のため、地方整備局等との連携により検証事例の蓄積を図り、検証結果をふまえて予測システムの改良を図る必要があ

る。 

本調査では、現地観測を通じてうちあげ高予測の精度検証を行い、うちあげ高予測の精度向上方策について検討し、

その結果を予測システムに反映する。21年度は、富山湾等でのうちあげ高予測を行うため波浪変形モデルをシステムに

組み込むとともに、伊勢湾等での現地観測によりうちあげ高予測の精度を検証した。その結果、波向補正処理の削除と

ともに、海底勾配や波形勾配に応じてうちあげ高算定式を使い分けることで予測精度を上げることができることを確認

した。 
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海岸保全施設の再評価と改良に関する研究 
Research on the re-evaluation and improvement of coastal conservation structures 

（研究期間 平成18～21 年度） 

 河川研究部 海岸研究室       室   長     諏訪 義雄 
         主任研究官     加藤 史訓 
                                      研 究 員     笹岡 信吾 
 

［研究目的及び経緯］ 

 海岸保全施設はその種類によって，要求される機能が異なる．特に漂砂制御を目的とする施設は，機能設計の外力と

安定設計の外力は同じではなく，それらは適切に設定されなければならない．しかし，施設の適正な設計・施工・管理

が望まれる中，海岸保全施設の多くは計画・設計マニュアルが整備されていない． 

 近年，ヘッドランドは海浜安定化工法として採用されることが多くなってきたが，沿岸漂砂を遮断する機能や，波力

や洗掘等に対する安定性を照査する手順を示した計画・設計マニュアルが作成されておらず，基礎工や根固工などの構

造諸元は経験的に定められているのが現状であり，施工箇所の一部で被災が生じている． 

 そのため，平成21年度はヘッドランド等の被災事例を精査し，既存の海岸保全施設について，安全性能の評価を行っ

た．また，漂砂制御施設の計画・設計マニュアル案作成のため，ヘッドランド等の機能設計法及び安定設計法を事例検

証及び模型実験により検討し，漂砂制御施設の計画・設計手順の検討を行った． 

 

養浜事業の評価に関する研究 
Research on the evaluation of beach nourishment project 

（研究期間 平成18～22年度） 

 河川研究部 海岸研究室                         室   長     諏訪 義雄 
                                     主任研究官     山田 浩次 
                                     研 究 官     渡邊 国広 
 

［研究目的及び経緯］ 

 海岸保全施設である「砂浜」の性能評価については、堤防や人工リーフなどの構造物と違い常に波を受けて変動して

いる砂浜の長期的・短期的な変動予測手法は確立していない。また、「砂浜」の管理において土砂不足という課題を解消

するためには養浜が効果的であるが、粒径や投入箇所、投入形状、投入頻度や時期などによる養浜効果の違いについて

現地での試行錯誤が報告されておりさらなる検討が必要である。そこで本研究では地方整備局と連携して養浜事例を解

析し、養浜コスト縮減、養浜材確保の観点から養浜材の粒径、施工位置、施工形状を評価する。 

 平成２１年度は、養浜材料の粒径・投入位置・投入量などの評価に資するため、大型水路実験により、養浜材料が投

入後にどのように移動するかを複数の粒径・波高について確認した。また、加越沿岸をモデル沿岸として漂砂構造の分

析を行い、岸寄りと沖寄りで方向の違う漂砂の動きと侵食堆積状況をモデル化するとともに構造物の影響や養浜の効果

などの評価を行った。 
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 ダム長寿命化に向けた合理的維持管理に関する検討 
Research of Effective Management for Long Life of Dams 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 
河川研究部水資源研究室          室長  三石 真也 
River Department 
Water Management and Dam Division                  Head          Shinya MITSUISHI 
河川研究部水資源研究室                主任研究官         山本 陽子 
River Department 
Water Management and Dam Division           Senior Researcher   Yoko YAMAMOTO 

 
In order to use existing dams longer and more safety and decrease maintenance cost 

between life time of dams, we proposed a flow for judging reasonable repair method, preventive 
maintenance or breakdown maintenance, of each dam part, and a new sedimentation prediction 
formula for management of dam reservoir. 
 
［研究目的及び経緯］ 

ダムは、構造物としては堤体を中心に極めて寿命が

長く、堆砂対策等の維持管理を適切に実施することに

より、長期に渡り有効に利活用していくことが可能で

ある。そのためには今後も、既設ダムの機能をできる

だけ有効活用するとともに、長期的な視点に基づく対

策の必要性、優先度等を踏まえ、効率的かつ計画的な

維持管理を実施することが重要である。 
本研究は、国土交通省河川局、東北地方整備局、北

陸地方整備局と連携して、ダムのストックマネジメン

ト（ダムの長寿命化）に関する検討を行ったものであ

る。東北地方整備局がダムゲート設備等の機械設備、

電気通信設備の維持管理、北陸地方整備局がダムの点

検を中心としたダムドック制度の検討を行い、本研究

室は、ダム堤体及び貯水池周辺斜面等の関連土木構造

物の合理的な維持管理手法に関する検討を担当した。 
本研究の実施にあたっては、魚本健人芝浦工業大学

工学部教授を委員長とする「ダムストックマネジメン

トに向けた維持管理検討委員会」において、学識者及

び行政の現場経験者等より指導を受けた。 
［研究内容］ 

本研究は、ダムの長寿命化に向けた合理的維持管理

に関して検討を行うために、①ダムにおける土木構造

物の維持管理方法の検討として、既設ダムの本体及び

貯水池周辺斜面に関する損傷・補修事例を収集し、そ

のプロセスを整理した。また、ダムの維持補修につい

て、設備別の管理レベルや致命度を整理し、維持管理

の優先度の考え方を示した。さらに､既設ダムの有効活

用を目的として、②ダム貯水池堆砂量の予測手法の検

討、③ダム間の治水・利水容量の振り替えによる再編

成に関する検討を行った。 
（１）ダムにおける土木構造物の維持管理方法の検討 

ダム堤体は RC 構造物である導流堤や門柱等を除き

本体自体はマスコンクリートまたは盛土構造物であり、

適切な材料選定及び施工が行われたものであれば、共

用後数十年を経ても極めて健全な状態にある。また、

その機能の社会的重要性を鑑み、損傷・劣化に対して

は予防的な対策が取られてきた。しかし今後、さらな

る長期使用に向けて、各設備の個々の部位（以下、「構

成要素」という）について、損傷・劣化によりダム全

体の機能にとって致命的な影響がある構成要素につい

ては予防保全を行い、非致命的な構成要素は事後保全

とするメリハリのある対策を行うことにより維持管理

コストを縮減し、さらに致命的構成要素にあっては、

安全性や機能を損なうような兆候を速やかに把握し、

適切な補修・補強対策を実施することにより構造物の

長寿命化を図る必要がある。 
はじめに、既設ダムの本体及び貯水池周辺斜面にお

いて、損傷・劣化の事例を収集し、堤体（重力式コン

クリートダム及びフィルダム）、基礎地盤、洪水吐き・

取水放流設備、監査廊、斜面対策工について、損傷・

劣化メカニズムを整理した。 

また、損傷・劣化に対する補修工法について事例を

収集、整理した。このなかで補修事例の多い洪水吐き

におけるクラック、洗掘・摩耗について、損傷・劣化

の進行と補修方法および実施時期について仮定を設け

て補修費用の試算を行ったところ、損傷・劣化の進行

が進んでから大規模な補修を行うよりも、早期に予防

保全による軽度な補修を繰り返すことで、長期的にも

補修に要する費用が安価となる結果を得た。 
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 次いで、ダムの維持管理の実施方策の考え方につい

て検討し、次のように提案した。まず、ダムの設備全

体の機能の管理レベルを、重要度の高いものからＨ（貯

水機能、洪水調節機能）、Ｍ（利水機能）、Ｌ（その他）

に区分する。次に、各設備の構成要素毎にその損傷が

設備全体の機能の発現に対して致命的影響を及ぼすか

否かを分類する。これらの設備全体の管理レベルと全

体の機能に対して致命的構成要素か否かを組み合わせ

て、構成要素毎に保全対策を予防保全が適当か事後保

全が適当かを示した。例えば、ロックフィルダムの堤

体の構成要素では、コアやフィルタはその損傷・劣化

が堤体全体の貯水機能（管理レベルＨ）に対して影響

がある致命的構成要素であるため予防保全が適当であ

るが、リップラップは非致命的構成要素であるため事

後保全が適当である。 

以上の設備の構成要素毎の保全対策の考え方を踏ま

え、日常管理における点検や詳細調査・解析結果に基

づいて健全度を評価する。その結果、補修が必要と判

断された損傷・劣化に対しては、放流頻度、放流量等

の過酷さ等の使用条件、凍結融解の受けやすさといっ

た環境条件を設備の設置条件として勘案して総合評価

を行う。なお、補修計画の検討にあたってはさらに、

社会的環境の変化によって建設当初の機能と現在の要

求機能との間に差異が生じて施設の目的・機能・性能

等の見直しが必要と認められる社会的耐用限界や、機

能的に現状施設の改善の必要性が認められる機能的耐

用限界についても考慮する必要がある。 

（２）ダム貯水池堆砂量の予測手法の検討 

既設ダムを有効活用するためには、貯水池の堆砂の

進行を正確に予測し、必要に応じて適切な対策を実施

することが重要である。そのため、全国の直轄ダム及

び北陸地方と中部地方の補助ダムのうち、運用期間 10
年以上、堆砂量 10 万 m3以上、堆砂率 20%以上で、上

流ダム等の影響を受けない 76 ダムを対象として堆砂

実績とその要因を分析し、堆砂量の予測式の検討を行

った。各ダム流域における比流砂量との単回帰分析の

結果から、起伏量比、著しい荒廃地面積比、土砂生産

特性値をパラメータとして選定し、以下の堆砂量予測

式を提案した。 
ｙ＝（16,961ｘ１＋4.386ｘ２＋4,356）×（ ｘ３ ）  

（m3/km2/年） 
ここに、ｙ：比流砂量、ｘ１：著しい崩壊地面積率、

ｘ２：土砂生産特性値、ｘ３：起伏量比である。 
比流砂量の予測値と実績値との相関は、R＝0.634 

であった。さらに既往予測式との比較を行ったところ、

検討対象のうち 71 ダムについては、本研究における

予測式の方が既往予測式よりも適合性が高いことが確

認された。 
（３）ダム間の治水・利水容量の振り替えによる再編

成に関する検討 

既設ダム群は、建設時の社会的要請から順次整備を

進めてきたため、治水・利水の目的を発揮する上で、

必ずしも 適な配置、容量配分になっていない場合が

あり、既設ダムを 大限有効活用するための「ダムの

容量再編・再開発」が注目されている。しかし、嵩上

げや貯水池内掘削等の再開発を除き、再編事業の参考

となる事例等は少なく、統一的なルールや考え方が整

理されていないのが現状である。そのため、ダム群再

編事業を進めるにあたっての権原・財産、維持管理費

のアロケーション、ダム運用ルール、固定資産税、水

源地対策等について、事例を収集し、想定される課題

の検討、整理を行った。 
［研究成果］ 

ダムにおける土木構造物の維持管理

方法の検討については、「ダムにおける

土木構造物の合理的維持管理に関する

考え方（案）」をとりまとめた。 
また、ダム貯水池堆砂量の予測手法

の検討については、新たな堆砂量予測

式の提案を行った。 
［成果の活用］ 

堤体を中心としたダムにおける土木

構造物の合理的な維持管理に関しては、

従来より必ずしも十分に議論が尽くさ

れているとは言えない。本研究成果を

基として、今後さらなる議論と研究の

推進が必要である。 

＜設置条件による評価＞

使用条件の評価

環境条件の評価

設置条件
レベルｃ

設置条件
レベルｂ

設置条件
レベルａ

構成要素の設定

構成要素の
劣化・損傷機構分析

構成要素区分

総合評価

日常管理における
傾向監視

点検・調査の実施

健全度評価

構成要素管理レベルＭ
健全度Ⅲ

調査調査or保全対策実施

構成要素管理レベルＬ
健全度Ⅱ，Ⅰ

調査調査or保全対策実施

構成要素管理レベルＨ
健全度Ⅳ

調査調査or保全対策実施

図 1 ダム土木構造物補修の総合評価の考え方 
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洪水調節効果向上ダム操作手法検討 
Examination of dam operation for flood control effect improvement  

 
（研究期間 平成 20～21 年度） 

 河川研究部 室長        三石 真也 

 River Department                 Head        Shinya Mitsuishi 
水資源研究室                   研究官       尾関 敏久              

 Water Management and Dam Division        Researcher     Toshihisa Ozeki 
                            

With regard to multi-purpose dam operations during floods, delayed operations and excess 
impoundment over the normal water revel are occasionally reported scince there are no applicable 
rules when the reservoir water level is very low in a summer flood season. And when an extreme flood 
event beyond the scale assumed in the flood control plan occurs at a dam site retaining a flood control 
capacity, the discharge volume is increased significantly to balance the inflow is usually implemented. 
However, lowering the flood prevention effect of the dam and being not able necessarily to utilize the 
remaining capacity of the dam remain in the technique as a challenges to be solved. This study 
examined applicability to the real management of new technique to solve these problems.  

 
［研究目的及び経緯］ 

現行のダム操作規則は昭和４０年代に策定されたも

のである。昨今、ダム容量の有効な利用が求められて

いる中、超過洪水の発生に伴い、下流で激甚な被害が

発生したり、迎水位が低い際に遅れ操作が発生したり

するなど、頻発する急激な出水時の洪水調節や、きめ

細やかなダム操作に対する要請に対して改良の余地が

あるものと考えられる。 

本検討は、上記の課題を背景に、洪水時のダムの擦

り付け操作及びただし書き操作時の判断などについて、

既設ダムにおけるより適切な洪水調節操作を目的とし

て、貯水位の情報を基とした新たなダム操作手法とし

て提唱されている水位放流方式とＶＲ方式について、

実績洪水を基とした操作シミュレーションを実施し、

擦り付け操作およびただし書き操作への適用性検証を

目的に検討を行うものである。 
 
［研究内容］ 

１．水位放流方式の実管理への適用性検討 

水位放流方式は(1)式に示す放流関数を設定し、貯水

位が制限水位時に達した際に放流量が洪水調節開始流

量となるよう貯水位に対し一意的に放流量を決定する

とともに、(2)式による下流河道Ｈ－Ｑ式を用いて得ら

れる(3)式（限界流入量）から下流河川の水位上昇速度

をにらんだ放流開始タイミングを得られる手法である。

本方式は、迎洪水時に貯水位が利水補給によって夏期

制限水位よりも低い状態、いわゆる擦り付け操作に有

効であると考えられる。本手法について、１２ダムに

おける１９の実績洪水を対象に洪水調節シミュレーシ

ョンを行い、課題の抽出、改良の検討、実管理への適

用性の検討を実施した。 
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V(t)：貯留量（放流開始時点を 0 とする） 
H(t)：河川水位 ho：水位観測所の零点標高 
Qo(t)：当該時刻におけるダム放流量 
Qic：限界流入量 qu：制限水位時の目標放流量 
Vw：制限水位までの空き容量 

 

２．ＶＲ方式の実管理への適用性検討 

ＶＲ方式は，その時点の空き容量から判断して，以

後の洪水をその空き容量内で貯留できない場合に，放

流量を逐次増加していく操作方式である。実績洪水の

低減部について代表的な低減波形を表す数値によって

(4)式のように定め、図－１及び(5)式の手法により、さ

まざまな空き容量と放流量の組み合わせから，対応す

る放流率 R’(t)をそれぞれ求める。 
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a：洪水の規模により決める定数 
b：洪水低減部の形より決める定数 Qo(t)：現放流量  
Qs：洪水調節開始流量 R’(t)：放流率 
tf：Qo(t)を固定した場合に、tsから見て現空き容量と

ダム貯留量が等しくなる時刻 

・・・・・(1) 
・・・・・(2) 
 

・・・・・(3) 

・・・・・(4) 
・・・・・(5) 
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図－１ 基準流入波形と空き容量 
 

本方式は、ダムの治水容量を最大限活用することに

より洪水時の最大放流量を抑える効果が期待でき、現

在一般的に適用されているただし書き操作の改善が期

待される。本手法について８ダムにおける１７の実績

洪水を対象に洪水調節シミュレーションを行い、課題

の抽出、改良の検討、実管理への適用性の検討を実施

した。 
 

［研究成果］ 

１．水位放流方式の実管理への適用性検討 

この方式では１７洪水全てにおいて擦り付け操作時

の遅れ操作を防ぎ、治水容量への過貯留を大幅に低減

することができた。結果の一例を図－２に示す。しか

しながら、下流河川の水位以上昇速度については、７

洪水において実績放流よりも小さく抑えることができ

たが、放流の原則を満たさないものが１１洪水発生し

た。これは数式上、放流を開始する時点においては水

位上昇速度を考慮しているが、その後の放流量は貯水

位により一意的に決定されるため、急激な流入の場合、

放流量の急増が発生するためである。 
この課題に対して、限界流入量算出に使用する水位

上昇速度規定値 Hcを小さく設定する手法、限界流入量

Qicを小さく設定する手法、放流関数のべき乗の値 2 を

1～3 に変化させる検討を行った。 
Hc、Qicを小さくした結果、水位上昇速度の一定の低

減がみられた。べき乗の値については図－３に示すと 
 

 
図－２ Ａダム H16.9.30 洪水 

 
図－３ 放流関数と過貯留量，水位上昇速度（最大値） 
 
おり本検討結果からは 2.5 乗を採用する方が河川管理

上、より適切と思われる結果となった。 
 
２．ＶＲ方式の実管理への適用性検討 

 この方式では１３洪水において実績よりも治水容量

を活用し、最大放流量を低減することを確認した。結

果の一例を図―４に示す。しかし、ＶＲ方式は洪水の

ピークが過ぎてから操作を行うことを基本としており、

ピーク発生時の治水容量が極めて小さい状況となった

２洪水においては最大放流量が増加する結果となった。

また、流入がピークとなる前に貯水位が設計洪水位を

超えた２洪水において、本方式が適用できない結果と

なった。 

 これらの課題に対しては、従来のただし書き操作開

始水位との併用が考えられる。また、本研究では空き

容量と放流量の関係について分析を行った。 
  
［成果の発表］ 

検討成果については論文による投稿を予定。また、

研究所イントラネットへの掲載を予定。 
 
［成果の活用］ 

 水位放流方式はダムの実管理における遅れ操作解

消のためのアラームとしての活用が期待される。Ｖ

Ｒ方式は各々のダムの特性を踏まえる検証を実施の

うえ、洪水調節効果向上への活用が期待される。 

 

 
図－４ Ｂダム H17.9 月洪水 
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温暖化による水資源への影響予測に関する研究 
Study on impact of Global Warming on Water Resources 

（研究期間 平成 17～21 年度） 
河川研究部 

River Department 
水資源研究室 
Water Management and Dam Division                   室長    三石 真也 

Head    Shinya MITSUISHI 
研究官    依田 憲彦 
Researcher   Norihiko YODA 
研究官      土屋 修一 
Researcher   Shuichi Tsuchiya 
 

In this study, It is predicted that balance between water demand and supply involved in agricultural water and 
urban water will change due to climatic changes and social changes in the future.  Accordingly, balance 
between future water demand and supply needs to be ascertained for each common water area to investigate 
how nationwide balance between water demand and supply is affected.  It is also important to popularize water 
conservation practice, supply water resources in a stable manner, and properly mange running water. 
 
［研究目的及び経緯］ 

近年、世界で多発する甚大な渇水や洪水は、気候変

動が原因であると疑われている。気候モデルによって

温暖化と渇水や洪水の関係も一部明らかにされつつあ

る。人間の生存、健康で文化的な生活、十分な食料供

給、健全な生態系維持等に水資源は不可欠であり、温

暖化が水資源に与える影響の包括的かつ総合的な評価

および適応策の提示が求められている。また、将来の

気候変動、社会変動により、農業用水や都市用水に係

わる水需給バランスの変化が予想される。このため、

全国の水需給バランスへの影響について、水共同域単

位で将来の水需給バランスについて把握することが必

要である。さらに、水供給が減少した際の渇水被害に

適切に対応するため、公平な節水の実施や安定的な水

供給、流水の適切な管理を行うことが重要である。 

［研究内容］ 

１．全国における将来の水需給バランス 

  全国における現況及び将来の各水共同域年平均水需

要量の算定を行った。 

２．全国における将来の渇水リスク評価 

将来の水利用のあり方、水資源政策を検討するため

に、現在の水供給バランスと社会条件との関係を水需

給の収支が閉じている水共同域レベルで整理し、水共

同域を一つのタンクと見なし、水供給量、水需給量の

収支から水需給バランスを求める方法により全国の

88 水共同域の渇水リスクを評価した。 
３．水収支実態の把握 

筑後川をモデル河川として、流域外を含めて利水を

依存している農業用水及び都市用水の取排水、地下水

流動等流域内の水収支考慮した瀬ノ下地点流量予測式

を求めた。 
４．水需給把握システムの構築 

渇水時において各利水者の使用水量ベースで平等な

節水率となるよう、筑後川、他水系、地下水等の水源

の節水率を合理的に設定する水需給把握システムを構

築した。 
［研究成果］ 

１．全国における将来の水需給バランス 

 全国の将来における年平均水需要量の推定結果を現

在のものと比較すると、全国的に上水で約 37％減、工

水で約 4％減、農水で約 46％減となった。 

 また、将来の水需要量について、RCM20 の将来予測

シミュレーション（将来シナリオ：SRES-A2）結果を用

いて、水供給量を算定した結果、現況と将来で年平均

降水量を比較すると、全国的に将来は 5％程度の増加

であった。 

２．全国における将来の

渇水リスク評価  

水共同域毎に、評価指

標として、「マイナス日

数：ダムの利水容量が不

足する日数」、「最大マ

イナス値：不足容量が最

大となる量」、「マイナ

ス日数×マイナス値：不

足容量の総和」を算出し、
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現況と将来の変化比を比較することにより、将来の渇

水リスクの評価を行った。水需要を将来推定値とした

場合における、将来と現在の「マイナス日数」の変化

比を図－１に、「最大マイナス値」の変化比を図－２

に、「マイナス日数×マイナス値」の変化比を図－３

に示す。変化比が１を超え渇水リスクが高まる水共同

域数は、「マイナス日数」の指標では 10 地域、「最大

マイナス値」では 12 地域、「マイナス日数×マイナス

値」では 10 地域となった。また、3 つの指標のいず

れかの変化比が 1を上回る水共同域数は 18 地域とな

った。 

 

 

３．水収支実態の把握 

 筑後川流域における夜明～瀬ノ下間の残流域には、

６つの主要支川が流入し、それぞれの流量観測所にお

いて、流況が把握されており（図－４）、この他、農業

３堰による取水と還元水、地下水の流出、都市用水の

取排水により水収支は構成されている。 

 
図－４ 夜明～瀬ノ下残流域と主要支川 

以上を踏まえ、瀬ノ下地点流量は、荒瀬地点流量や

各種利水の取排水量を基に以下のように表すことがで

きた。 

瀬ノ下流量＝荒瀬流量＋残流域流入量－都市用水量

＋都市排水量＋地下水流入量－３堰取

水量（X+Y+Z）＋３堰余水排水量（x+y+z）

＋還元率による還元量（（X-x）×a＋

（Y-y）×b＋（Z-z）×c）－その他農

水取水量＋その他農水還元量 

４．水需給把握システムの構築 

 渇水時に利水者の渇水への耐性を考慮しつつ、節水

率を適正に設定ことを可能とするべく、水需給把握シ

ステムの構築を行った。このシステムでは、表－１に

示すように、筑後川に水源を依存する利水者全てを計

上し、その水源を二級水系の自流及びダム、地下水、

海水淡水化を含めて全て計上した。恒常的に地下水が

低下し、十分な揚水が期待できない水源については通

常時供給能力比率を設定している。渇水時においては、

二級水系においても取水制限が実施されることが多い

ため、その取水得率を設定し、海水淡水化については、

維持管理費を除いて 100%の供給が可能と想定した。さ

らに利水者の実際の給水ベースでの節水率と現況の総

需要量を設定すれば、筑後川の取水率が逆算される。

また、表－１では、全利水者について節水率を一律 20%

に設定して、筑後川の取水量を求めた。 

 
表－１ 筑後川渇水時取水時・節水率算定システム 

［成果の発表］ 
環境省の地球環境研究総合推進費：温暖化の危険

な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のため

の温暖化影響の総合的評価に関する研究へ報告書

を提出した。 

［成果の活用］ 

全国における将来の水需給バランス、渇水リスク評

価を把握し、流域における水収支モデル及び水需給把

握システムを用いることで、今後渇水が発生した際の

合理的な渇水調整に資するものと期待される。 
［謝辞］ 

 本研究は、国土技術政策総合研究所の研究予算と

合わせ、環境省の地球環境研究総合推進費(S-4)：温

暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検

討のための温暖化影響の総合的評価に関する研究の

援助を受けた。 

日付 水道 20%
工水 20%
農水 20%

S1 S2 S3 S4 ∑S N1 N2 N3 N4 R1 R2 R3 R4 K1 K2 K3 K4 ∑K

筑
後
川

他
水
系

地
下
水

海
水
淡
水
化

合
計

筑
後
川

他
水
系

地
下
水

海
水
淡
水
化

筑
後
川

他
水
系

地
下
水

海
水
淡
水
化

筑
後
川

他
水
系

地
下
水

海
水
淡
水
化

合
計

A 3.08 7.57 1.55 0.58 12.77 100% 100% 53% 100% 47% 40% 40% 100% 1.46 3.03 0.33 0.58 5.40 6.94 22%
B 2.46 0.35 0.38 0.00 3.19 100% 100% 60% 0% 62% 40% 40% 0% 1.53 0.14 0.09 0.00 1.77 2.33 24%
C 0.32 0.00 0.07 0.00 0.39 100% 0% 39% 0% 56% 0% 40% 0% 0.18 0.00 0.01 0.00 0.19 0.24 20%
D 1.18 0.98 0.09 0.00 2.25 100% 100% 73% 0% 44% 40% 40% 0% 0.52 0.39 0.03 0.00 0.94 1.18 20%

その他 0.47 0.00 0.00 0.00 0.47 100% 0% 0% 0% 43% 0% 0% 0% 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.25 20%
小計 7.52 8.90 2.08 0.58 19.07 100% 100% 55% 100% 52% 40% 40% 100% 3.90 3.56 0.46 0.58 8.50 10.94 22%

E 1.25 0.00 0.00 0.00 1.25 100% 0% 0% 0% 39% 0% 0% 0% 0.49 0.00 0.00 0.00 0.49 0.61 20%
F 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17 100% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0.14 0.00 0.00 0.00 0.14 0.17 20%

その他 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 100% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.25 20%
小計 1.67 0.00 0.00 0.00 1.67 100% 0% 0% 0% 49% 0% 0% 0% 0.83 0.00 0.00 0.00 0.83 1.03 20%

G 7.21 0.00 0.00 0.00 7.21 100% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 5.77 0.00 0.00 0.00 5.77 7.21 20%
H 3.50 0.00 0.00 0.00 3.50 100% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 2.80 0.00 0.00 0.00 2.80 3.50 20%
I 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00 100% 0% 0% 0% 83% 0% 0% 0% 13.32 0.00 0.00 0.00 13.32 16.65 20%
J 6.40 0.00 0.00 0.00 6.40 100% 0% 0% 0% 69% 0% 0% 0% 4.40 0.00 0.00 0.00 4.40 5.50 20%
K 18.20 0.00 0.00 0.00 18.20 100% 0% 0% 0% 76% 0% 0% 0% 13.85 0.00 0.00 0.00 13.85 17.31 20%
L 12.12 0.00 2.10 0.00 14.22 100% 0% 50% 0% 77% 0% 40% 0% 9.28 0.00 0.42 0.00 9.70 12.12 20%
M 28.08 0.00 0.00 0.00 28.08 100% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 22.46 0.00 0.00 0.00 22.46 28.08 20%

その他 6.43 0.00 0.00 0.00 6.43 100% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 5.14 0.00 0.00 0.00 5.14 6.43 20%
小計 97.94 0.00 2.10 0.00 100.04 100% 0% 50% 0% 79% 0% 40% 0% 77.02 0.00 0.42 0.00 77.44 96.80 20%

107.12 8.90 4.18 0.58 120.78 100% 100% 52% 100% 76% 40% 40% 100% 81.75 3.56 0.88 0.58 86.76 108.77 20%

■パラメータ設定方法
E:節水

率
渇水時
の利水
者別の
節水率

渇水時に取水可能な量の
通常時供給能力に対する
比率

K:渇水時取水
量(m3/s)

D:需要量(m3/s)

目標節水率

=ΣK/D
で算出

渇水時に取水
可能な量

実態としての需要量

D
需
要
量

(m3/s)

E
節
水
率

(

%

)

河川以外の水源を有する場合
には、給水実績を使用。(工業
用水統計等)、その他の場合は
通常年の実績取水量を使用。

農業用水 水利権量とするが、事業計画で、地下水等
の他水源への依存が大きい場合には、そ
れを加える。

通常年の取水実績を基本とす
る。

=S×N×R で
算出

市町の通常年の実績取水量を
設定 (水道統計等)

水道用水 事業計画における現況施設での計画一日
最大取水量(河川においては水利権量)を用
いる。(水道統計等)

・筑後川、他水系は、通常
時に計画通りの供給能力
があるため、100%と想定
・地下水取水は、計画上は
取水する想定でも、実績で
は取水量が小さい場合が
少なくない。地下水位の低
下、水質障害など、施設能
力以外の条件によって取
水出来ない場合も想定され
るため、実績取水量に応じ
た比率を設定
・海水淡水化は、100%を想
定。

・筑後川は、目標節水率、
需要量、K2～K4により算
出

・他水系、地下水は、その
時々の渇水状況に応じて
取水可能量は異なるた
め、取水制限率等に基づ
き設定。
(ここでは、大渇水時を想
定し、40%と仮定)。

・海水淡水化は、100%を
想定。

工業用水 事業計画における計画供給量(河川におい
ては水利権量)

S:計画供給能力(m3/s) N:通常時供給能力比率(%)

項目の意味 取水計画上の水源別取水量 通常時の給水能力比率

R:渇水時取水率(%)

工
水

合計

7/1
筑後川渇水時取水率・節水率算定システム

農
水

用
途

利
水
者

K 渇水時取水量( =S*N*R)(m3/s)N 通常時供給能力比率(%) R 取水率(%)S 計画供給能力(m3/s)

水
道
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渇水被害の的確な把握に関する調査 
Survey of damage by a shortage of water 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
河川研究部 

River Department 
水資源研究室 
Water Management and Dam Division          室長    三石 真也 

Head    Shinya MITSUISHI 
研究官    依田 憲彦 
Researcher   Norihiko YODA 

 
In this study, when drought occurs in Japan, a water intake limitation is generally set according to the flow rate 

of the river and the water retaining ratio of the dam, and there has been almost no consideration for durability to 
drought from the standpoint of users. For this reason, people vulnerable to disaster were identified in case of 
drought, a social experiment for water supply cutoff was carried out to learn about acceptable drought levels, and 
drought damage was investigated and analyzed.  In addition, the use of basic units for new drought damage 
items caused by recent drought was considered. 
 
［研究目的及び経緯］ 

近年、日本の年降水量平年比は、年毎の変動幅が広

がる傾向にあり、著しく少雨となる年も見受けられる。

さらに、今後の地球温暖化に伴う気候変動により渇水

被害の深刻化が拡大する恐れもある。 
渇水の影響は、その発生地域、発生状況により水道

用水、工業用水、農業用水毎に様々であるため、取水

制限率、制限日数による渇水被害を調査し、水供給が

制限された場合の受認限度を把握することが重要であ

る。また、我が国では、渇水発生時において一般的に

河川流量やダム貯水率により取水制限が設定され、水

利用者の立場から渇水への耐性について配慮されるこ

とはほとんど無かった。地域においては、住民の渇水

に対する限界を超える節水率が設定され、短期間に修

正されたケースも見られる。このため、今後、より合

理的な渇水調整を行うべく、渇水時における災害時要

援護者を特定するとともに、渇水に対する受認レベル

を把握するために断水社会実験を実施し、渇水被害の

調査・分析を行った。さらに、近年の渇水で新たに発

生している渇水被害項目の原単位化について検討した。 
 
［研究内容］ 

１．制限率・制限日数による渇水被害区分 

報道記事等の渇水被害情報から読み取れる渇水時の

影響について制限率と制限日数で整理し、水道用水、

工業用水、農業用水毎の渇水被害レベル区分の表現を

試みた。 
２．災害時要援護者の特定 

断水社会実験結果を対象に、統計解析手法である数

量化Ⅱ類を利用して渇水に弱い属性（災害時要援護者）

を明らかにした。 
３．断水時間・断水期間による受認レベル区分 

断水が長期間継続した場合の厳しさの度合いを「断

水期間」と「断水時間」でマトリクスに整理し、渇水

に対する住民の受認レベル図を作成した。 
４．渇水被害の原単位化 

渇水被害額算出のために原単位化できていない項目

（井戸掘削、工場以外の事務所での水輸送、農業にお

ける水運搬、作物被害等）の原単位化検討を実施した。 
［研究成果］ 

１．制限率・制限日数による渇水被害区分 

渇水被害受認可否の区分を行った一例として水道

用水における境界域を図－１に示す。 

 

図－１ 渇水被害受認可否の区分 

この結果、渇水被害に耐えられない事象は、制限日

数が短くても制限率が高い場合、制限率が小さくても

制限日数が長期間になるものであった。 
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２．災害時要援護者の特定 

意識的に水を使用しない人工断水を 8 日間発生（6 時

間断水：3日間、9時間断水：3日間、12時間断水：2日間）

させる断水社会実験（大阪府枚方市内の 60 世帯 153 名を

対象にヒアリングとアンケート調査）を実施し、回答を数量

化Ⅱ類により統計解析した。その結果を表－１に示す。 

これより、各属性の受認可否に対しては、家族構成及

び高齢者の存在（６５歳以上のみの世帯）が渇水受認に関

して影響度の高い属性であり、渇水耐性の弱い災害時要

援護者と言える。この理由としては、①家族人数が多い場

合、水道使用可能時間が限られているため、トイレや入浴

回数が水利用可能な短い時間帯に集中するため、断水

による水利用の時間制限が負担になること。②６５歳以上

のみの世帯の場合、水確保のための労働が負担になるこ

と。が考えられた。 

３．断水時間・断水期間による受認レベル区分 

アンケートにおいて、「厳しい」と回答された割合を

プロットし、回答比率５０％の近似曲線を内挿法によ

り求めた。同様に「厳しい」＋「やや厳しい」の回答

比率５０％の近似曲線も求め、図－２に示す受認レベ

ル図に表示（受認レベル毎の色の境界線）した。ここ

では回答者比率の５０％を受認レベルの境界値と仮定

し、受認レベルの内容を①受認レベル１：普段と変わ

らない生活を送ることが出来る。②受認レベル２：不

便苦痛を感じるが我慢できる。③受認レベル３：我慢

できない（受認限界超過）と設定した。 

図－２より、断水期間が短くても断水時間が長時間

となる場合や断水時間が短時間でも断水期間が長期間

に及ぶ場合に渇水に対して受認できない人が多くなる

ことが分かる。さらに、災害時要演技者と特定された

「６５歳以上のみの世帯」を対象とした近似曲線を図

－２に実線で示した。これより、６５歳以上のみの世

帯は、断水初期こそ平均に比べ断水に対する耐性があ

るが、断水が長期化するほど受認レベルの境界が平均

と比べて下がり、耐性の弱い人が多くなることが把握

できた。これは、渇水が長期化した場合、他の世代と

比べ体力的に弱いことから通常時の生活と異なる労働

が時間の経過とともに負担になるものと推定される。 

４．渇水被害の原単位化 

渇水発生時における被害算定式に考慮されていない

被害を織り込んだ被害算定式を策定するため、渇水被

害のヒアリング調査を香川県高松市、愛媛県砥部町、

沖縄県座間味村にて実施し、被害算定式策定のための

検討を行った。その結果の一例として、図－３に示す

算定式を求めることができた。ただし見直し算定式は、

データの蓄積が少ないことから、今後一層の調査が望

まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 家庭（一時的被害）算定式 

［成果の発表］ 
土木学会第６５回年次学術講演会で発表予定。 

［成果の活用］ 

渇水に対する災害時要援護者や受認レベル及び渇

水被害額を把握することで、今後渇水が発生した際に

は、水利用者の受認限度も踏まえつつ、痛みの少ない

渇水調整の知見となる。 

4,022

7,509

13,053

19,047

1,975

2,038

7,183
7,230

y = 1365.2e
0.0449x

R
2
 = 0.9678

y = 127.14x - 635.98

R
2
 = 1

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0 10 20 30 40 50 60 70

節水率（%）

（
円
/世

帯
）

座間味 

砥部 

高松 

    見直し前 

    見直し後 

102



気候変動に伴う治水施設の基準見直しに関する調査検討 
Study for reviews of the river improvement facilities which considered climate change  

 
（研究期間 平成 21 年度） 

 河川研究部 室長        三石 真也 

 River Department                 Head        Shinya Mitsuishi 
水資源研究室                   研究官       尾関 敏久              

 Water Management and Dam Division        Researcher     Toshihisa Ozeki 
                            

In late years a flood and the shortage of water damage are frequent nationwide in each place. In 
addition, by climate change, there will be a threat that the rain becomes extreme more in future. It is 
important that I examine influence on operative standard of the river improvement institution.  

This study examines a rain prediction by a weather model becoming essential to consider influence 
by the climate change. In this study, we use WRF (Weather Research Forecasting model) which is 
kind of the Meso-scale weather model and predict the precipitation of the basin of the river 
improvement facilities. We utilize the result and examine the prediction precision in the existing 
technology. 

 
［研究目的及び経緯］ 

現在までに治水施設が多く整備されてきた一方で、

近年、洪水や渇水被害が全国各地で頻発している。ま

た、地球温暖化に伴う気候変動によって、今後さらに

降雨の極端化が顕著になる恐れがあり、治水施設の基

準においてもこれらを視野に入れた検討を実施してお

くことは重要である。 

本研究は、治水施設の管理及び運用において気候変

動を考慮するにあたり必要不可欠である、気候モデル、

気象モデルによる降雨の予測において、近年、改良の

著しいメソスケール気象モデルの一種である WRF
（Weather Research Forecasting model）を用いて、

代表的な治水施設であるダムの流域規模における降雨

予測を実施し、現行技術における降雨予測精度につい

て検討を行うものである。 
 
［研究内容］ 

１．ＷＲＦ改良型による降雨予測 

本研究では、平成 20 年度に当研究所において検討

を行った改良型のＷＲＦを用いて 10ダム 14洪水事例 
 

表－１ 新規改良検討項目一覧 
項 目 

活用データ 手法 
内 容 

レーダ雨量 位置誤差修正法 
レーダ雨量情報を用いて、WRF で計

算された降水量分布及び強度を修正

する 

静止気象衛星 

水蒸気画像 
渦度同化法 

水蒸気画像から同定される渦度を同

化することで、低気圧性の渦の強さ

の補正を行う 

米国 GPV 初期値・境界値 

改善 

海上の水蒸気など多くの観測情報取

り組んで作成されている GPV（FNL）
を初期値・境界値に用いる 

についてダム流域における流域平均雨量の予測計算を

実施した。改良の内容については、GPS 可降水量、気

象庁 1km メッシュ解析雨量、毎時大気解析 GPV のデ

ータを予測時点のモデル計算で同化を行うものである。 
 

２．ＷＲＦの新規改良検討 

本研究では、WRF 改良型の更なる改良として、表－

１に示すデータを活用し、１．検討において極端に精

度の悪かった事例において検証を行った。 
 
３．降雨予測の結果分析 

 本研究において実施した降雨予測計算結果について

下記のとおり分析を行った。 

 

表－２ 評価指標の定義 
評価指標 定義式 意味 

相関係数 
2

1

2

1

1
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N
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==

=

 
実績値と予測値の相関性の高さを示す。
値は-1～1 の間の値をとり、値が 1 に近い
ほど両者の相関性が高いことを示す。 

回帰係数 

∑

∑

=

=
N

i
i

N

i
ii

X

YX

1

2

1

 予測値が実測値に対して過大傾向にある
か過小傾向にあるかを比率で示す。回帰
係数が 1 より大きければ予測値は過大傾
向にあり、1 より小さければ予測値は過小
傾向にあることを示す。 

バイアス 
(mm) 

NXY
N

i
ii /)(

1
∑
=

−  
予測値が実績値に対して過大傾向にある
か、過小傾向にあるかを示す。正の値で
あれば予測値が過大傾向、負の値であれ
ば予測値は過小傾向であることを示す。 

平均誤差 
(mm) 

NXY
N

i
ii /

1
∑
=

−  実測値と予測値の平均的な誤差(mm)を示
す。値が大きいほど誤差が大きいことを
示す。 

誤差率 

∑
=
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X
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N 1

1

※　 10≥iX  

実測値と予測値の誤差の実測値に対する
割合を示す。値が大きいほど誤差が大き
いことを示す。指標に対する実況値が小
さいデータの寄与が大きくなるため、実
況値に閾値（＝10mm 以上）を設定した。

標本数　予測値の平均　　予測値　実績値の平均　　実績値 :)(:)(:)(:)(: NmmYmmYmmXmmX ii
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図－１ 洪水調節容量と事前放流可能量を閾値とする

評価手法 

 

(1)時間降雨量及び累積降雨量による比較 

 予測結果のデータについて表－２に示す方法で実績

雨量及び気象庁予測データとの比較・評価を行った。 

(2)実降雨量に対する予測値の上限、下限誤差の検討 

(3)図－１に示す、治水施設における活用（ダムの事前

放流の治水、利水への影響）を指標とした予測結果

の評価 

  

［研究成果］ 

１．ＷＲＦ改良型による降雨予測 

WRF 改良型による予測計算結果の一例を図－２に

示す。この予測結果では、実際の降雨に比べ、ピーク

の時間は 7 時間程ずれているが、48 時間の累積雨量は

ほぼ同量を示している。全体の評価については３．で

述べる。 
 
２．ＷＲＦの新規改良検討 

更なる改良検討の内、精度向上が最も大きかった米

国 GPV（FNL）を初期値・境界値として計算した例を

図－３に示す。気象庁 20km 気象モデル（RSM）を初

期値・境界値として使用した予測値よりも予測精度が

向上していることが分かる。 
 

３．降雨予測の結果分析 

 気象庁 RSM による予測と、WRF 改良型による予測

をそれぞれ実績値と比較を行い整理した例を図－４に

示す。これは、予測積算時間ごとの回帰係数を示した

ものである。積算時間での評価では RSM よりも WRF
の方が精度が高いことがわかる。 

 

［成果の発表］ 

検討成果については論文による投稿を予定。また、

研究所イントラネットへの掲載を予定。 

図－２ Ｔダムの実績雨量と WRF 改良型による予測雨

量の比較（予測初期時刻：1997 年 9 月 15 日 9 時） 
 

図－３ Ｈダム流域平均雨量の実績と予測の比較 

 

 
図－４ 牛計雨量の予測精度の比較 

 

［成果の活用］  
本成果は治水施設の基準を見直す上で必要な降雨予

測の精度について検討したものであり、近年精度向

上を果たした気象庁数値予報を活用した最新の精度

評価を行う上での基礎資料となる。また、治水施設

における事前放流を含む降雨予測を活用した運用に

おける判断基準の検討に必要なデータとなる。 

Ｔ

Ｈ
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海外の気候変動への適応策に関する研究等の動向および成果調査 
Investigation of World Study Trend for Climate Change Adaptation Measures 

（研究期間 平成21年度～） 

 河川研究部 水資源研究室      室  長  三石 真也 
        主任研究官  水草 浩一 
 

［研究目的及び経緯］ 

本研究は、将来の地球温暖化によって、ますます深刻化すると想定される気候変動の発生の下、安全・安心な社会を担保し

続けるため、海外における気候変動への適応策の研究動向や研究成果を参考に、我が国で考慮すべき事項や、我が国が途上国

に対して貢献可能な施策を抽出するための調査を実施するものである。 

平成21年度は、９ヶ国４国際機関の気候変動適応策に着目し、我が国における検討状況との比較分析を実施したほか、米英

蘭の有識者との意見交換会およびシンポジウムを開催し、日米英蘭の４ヶ国によって、今後は水災害分野に関する適応策を検

討する先進的共同研究として世界の議論をリードしていく戦略的な目標設定を行った。 

 

日中韓連携による総合的な水資源管理検討に関する基礎調査 
Basic Study of Integrated Water Resource Management cooperation with China, Korea and Japan 

（研究期間 平成21年度～） 

 河川研究部 水資源研究室      室  長  三石 真也 
        主任研究官  水草 浩一 
 

［研究目的及び経緯］ 

本研究は、アジアモンスーン地域の中でも同じ極東アジアに属し、気候風土や社会構造が類似する中国、韓国とともに、当

該地域の水資源管理に関して先進的な共同研究するために、平成21年3月の第５回世界水フォーラムにおいて閣僚級で合意の

なされた「気候変動の影響を考慮した総合的な河川管理」の枠組みに基づく事例研究を実施するものである。 

平成21年度は、今後の共同研究のテーマ策定に必要となる基礎的な予備調査のうち、当該分野の研究の両国に関する事例収

集として、中国の「中国国家気候変動プログラム」「気候変動による水資源への影響と対策」「中国水法」、韓国の「気候変動対

策への総合国家行動計画」の実態調査とその分析を実施した。また、情報交換の実施に向けた関係資料作成のため、我が国に

おける関係施策の整理および分析を行った。 

 

低水管理シミュレータを用いた低水管理の高度化の検討 
Study on comprehensive water management with Low Water Management simulator 

（研究期間 平成20～22年度） 

 河川研究部 水資源研究室      室  長  三石 真也 
        研 究 官  依田 憲彦 
 
［研究目的及び経緯］ 

近年、日本の年降水量平年比は、年毎の変動幅が広がる傾向があり、著しく少雨となる年も見受けられる。さらに、今後の

地球温暖化に伴う気候変動によって、渇水被害の深刻化が拡大する恐れもある。このため、渇水対策をより効果的に実施する

ため、河川水のみならず流域内の流水全体の収支を考慮した流水管理を行う必要がある。しかし、全国的に見ても都市用水の

取排水や地下水流動まで含めた流域内水収支把握した例は見られないのが実情である。このため、平成21年度は、筑後川をモ

デル河川とした水収支モデルを構築し、さらに、筑後川で取水制限を実施する場合において、利水者間で平等な節水率を検討

するための水需給把握システムを作成した。来年度は、異常渇水時における各種水供給施設の利水安全度評価等を行う予定で

ある。 
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水管理基本施策立案に関する基礎的研究 
Basic Study of Water Management policy 

（研究期間 平成21～22年度） 

 河川研究部 水資源研究室      室  長  三石 真也 
        主任研究官  水草 浩一 
 

［研究目的及び経緯］ 

これまで我が国における陸水に関しては、河川水、雨水、地下水等が個別に利用されてきたため、それら管理の実施に当た

り、質、量ともに弊害が生じている。本研究は、新たな水循環社会の実現のために考慮が必要となる、限られた水資源の有効

利用、量と質、地下水と地表水の一体的な取り扱い等を検討し、これらを考慮した、危機管理も含めた総合的な水資源管理を

行う体系へ転換するための、新たな水管理のあり方の提示に向けた技術的項目の基礎的研究を行うことを目的とする。 

平成21年度は、効率的かつ合理的な河川の水管理を目指したマネジメント手法の構築を想定し、現状において技術的な課題

や、解決すべき課題を明らかにするために、我が国における水資源管理に関する技術的項目の現状を分析し、世界主要国にお

ける水資源管理と比較分析した。そして、水資源管理の推進にあたり必要となる技術的項目の基礎的な分析として、既存施設

の再編成、雨水利用や下水度再生水の利用促進に向けた水質基準、地下水の適正な管理、水系一貫した水資源管理計画を検討

した。 

 

気候変動を踏まえた各国の流水管理の動向に関する調査分析 

Research of trends overseas with focus on Integrated Water Resources Management in consideration of Risks by Climate 
Change 

（研究期間 平成21年度～） 

 河川研究部 水資源研究室      室  長  三石 真也 
主任研究官  山本 陽子 

 

［研究目的及び経緯］ 

今後、気候変動に伴い世界的に水問題が深刻化すると予想される中、海外諸国における水資源管理施策の先進的事例

について分析し､我が国及び総合的な流水管理システムが未確立なアジアモンスーン諸国の水資源管理施策に活用して

いくことは重要である。 

本研究では､近年､海外諸国において導入されている水資源管理施策や､水資源管理を行う上で指標としている項目、水

需給計画の予測手法等を収集し､分析を行うものである。また、気候変動による影響増大に対し効率的に流水の管理が実

施できるよう、米英蘭の先進各国との水害リスク評価分析に関する研究分野で連携を深め､適応策等について検討を行う。 

平成21年度は、ＥＵ､米国､豪州における先進的な統合的水資源管理の施策事例及びUNESCOによる「河川流域におけ

る統合水資源管理ガイドライン」に成功事例として位置づけられているアジアモンスーン諸国等の海外事例の情報を収

集し､分析を行った。 
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持続可能な社会の構築に向けた河川流域の未利用資源活用に関する研究 

Research for Effective Use of Unutilized Resources in the River Basins 
（研究期間 平成21年度～） 

 河川研究部 水資源研究室      室  長     三石 真也 
主任研究官    山本 陽子 

 

［研究目的及び経緯］ 

 地球温暖化への対応や国民の環境意識の高まりに伴い、持続可能な社会の構築に向けたクリーンエネルギーの開発が

望まれている。我が国の河川においても流水エネルギーの利用について、一定の取り組みが行われているものの、未だ

河川流域内に存在する未利用資源を十分に評価し、活用しているとはいえない。これらの未利用資源を有効に活用する

ことは、河川管理コストの削減の経済的側面のみならず、国産クリーンエネルギーの開発によるCO2削減の面から見て

も有効であり、今後さらなる普及促進のための検討が必要である。 

本研究では､河川流域の未利用流水エネルギーに着目し、その潜在的な存賦量、効果（経済効果、環境保全・緩和効果）、

普及の阻害となっている今後の技術的な課題とその解決策について検討するとともに、現場において問題となっている

維持管理上の技術的課題と対策について検討し、発電施設の維持管理コスト削減効果等について評価する。 

平成21年度は、既存のダム、堰、砂防ダムにおける未利用水力エネルギーの存賦量とCO2削減効果を評価するととも

に、活用の促進に向けて現状の化石燃料価格を考慮した費用対効果算出ルールの提案を行った。 

 

気候変動による水需給変化と社会的影響に関する研究 
Study of the Impact of Climate Change on Global Water Resource Volume and Society 

（研究期間 平成21～22年度） 

 河川研究部 水資源研究室      室  長  三石 真也 
        主任研究官  水草 浩一 
        研 究 官  尾関 敏久 

 

［研究目的及び経緯］ 

本研究は、水問題、水文・水資源の変化、農業経済、農業形態の変化、気候変動に関する各専門的知見からの意見を参考に、

今後の世界の水需給の変化や社会的影響に関する予測検討を実施する。その予測結果を活用し、水資源の不足する地域を明確

化するとともに、世界の水の安全保障の視点からの日本及び国土交通省の果たす役割や、効果的、効率的な社会資本整備のあ

り方について検討を行う。 

平成21年度は、気候変動による世界及び我が国の水資源、経済社会に与える影響について予測するため、プロトタイプであ

った「気候変動を考慮した全球的水需給量及び食料需給量変化予測検討モデル」に関して、将来推計データ回帰式の伸び推定

手法、単収算定手法、穀類の家畜飼料用用途需要算定手法、生活用水－工業用水－農業用水分配算定手法、価格－作付面積－

貯蔵量関係算定市場モデルの導入手法、穀類のバイオ燃料用途需要量算定手法等、各種改良を実施した。そして、当該モデル

を利用したさまざまなシナリオに基づいた感度分析と予測計算を行い、結果を活用しわかりやすいマップとそのアニメーショ

ンを作成した。検討結果に関しては、全３回開催された「気候変動による世界の水資源量変化及び社会的影響検討委員会」に

おいて複数の有識者を交えた議論に活用された。 
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降雨予測を活用したダム操作手法に関する研究 

Study on dam operation technique to improve effects of the flood control that utilized a rain prediction 
（研究期間 平成21～22年度） 

 河川研究部 水資源研究室      室  長  三石 真也 
        研 究 官  尾関 敏久 
 

［研究目的及び経緯］ 

IPCC 第 4 次報告書
1)
において，気候変動による温暖化により，極端な降水現象の発生頻度が引き続き増加する可能性が非常

に高いこと等が指摘されており，これらの影響が顕在化する前に的確に把握し，適切に対処することが求められている。現在

のダム洪水調節においては、一般的に各時刻における流入量に対して一義的に定まる流量を放流することと定められており、

降雨予測を活用するまでには至っていない。一方、降雨予測技術は日々進歩しており、水災害予報センターによるＷＲＦを活

用した洪水予報等が今後本格運用される予定である。 
本研究は、上記を背景に、既存ストックの有効活用の一環として、既設ダムの容量を最大限に活用しつつ、効果的な洪水調

節を実施するため、降雨予測を活用した効果的な洪水調節手法について検討を行うものである。 

平成21年度は、降雨予測を活用し、治水容量、利水容量を一体的に活用したダム操作手法について、過去の実績洪水を対象

としたシミュレーションを実施し、その効果と課題について抽出した。その結果、４８時間先までの積算予測降雨量が実績に

近い場合には適切な事前放流を行うなどして、最大放流量を低減させることができた。また、流出遅れ時間等を考慮する必要

があるケースも見られ、流出モデルの組み込みなど更なる改良が必要である。 

 

浅層地下水の挙動解析に関する研究 

Simulation of the Shallow Groundwater Flow Using Three-dimensional FEM model 
（研究期間 平成21年度～） 

 河川研究部 水資源研究室         室  長     三石 真也 
                                     主任研究官    山本 陽子 
 

［研究目的及び経緯］ 

地下水は過剰揚水や都市化に伴う雨水の浸透量の減少によって、地盤沈下や塩水化、湧水の枯渇、河川水の瀬切れと

いった問題が発生している。地下水資源保全のために揚水量規制や、浸透マスの設置等の浸透対策が行われているが、

それぞれの対策の効果については必ずしも定量的な評価が行われていないのが現状である。今後、地下水及び河川の適

正な利用・保全を図っていくためには、これらの流動メカニズムを解明し、賦存量や挙動を適切に把握するとともに、

地下水の健全な水循環を構築していくための検討が必要である。 

本研究は､多摩川水系野川流域において河川水及び地下水の解析が可能な3次元浅層地下水流動モデルを構築し、河

川・地下水間の流出・涵養メカニズムを評価する。さらに瀬切れの発生や揚水量の増減、浸透対策の実施等に伴う河川、

地下水位、湧水等、水循環系の変化を明らかにし、適切な地下水保全対策について検討を行う。 

平成21年度は、３つのサブモデル（流出モデル、河道モデル、地下水モデル）からなる3次元浅層地下水流動モデル

を構築し、河川・地下水間の流出・涵養メカニズムの評価を行った。 
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豪雨による都市域内水氾濫対策に関する調査 

Investigation of inland flood control in urban areas by heavy rainfall 
（研究期間 平成21年度～） 

河川研究部 水資源研究室      室  長  三石 真也 
河川研究部 河川研究室      室  長  服部 敦 
河川研究部 河川研究室      主任研究官 菊森 佳幹 
河川研究部 水資源研究室      研 究 官  土屋 修一 
河川研究部 水資源研究室      研 究 官  加藤 拓磨 
 
［研究目的及び経緯］ 

気候変化による豪雨や台風の強度の増大が懸念されるなかで、平成20年度に局所的な大雨や集中豪雨が多発し、それ

らに起因する浸水被害や水難事故が発生した。こうしたいわゆるゲリラ豪雨による都市域での災害対策の一つとして、X

バンド・マルチパラメータ・レーダが三大都市圏等に配備され、１分間隔で250m四方メッシュ解像度の雨量分布情報を

配信することで局地的な大雨や集中豪雨の監視が強化されることとなった（平成22年度より試験運用開始）。将来的に

はリアルタイムでの内水氾濫予測情報の提供を計画しており、そのための試作システムとして浸水予測システムを H21

年度内に別途開発する予定である。 

本年度はレーダ観測と併せて都市流域での流出量観測を行い，浸水予測モデルの精度検証、パラメータ同定等に資す

るデータを観測するとともに、高精度レーダ雨量データと合わせて流出過程の実態を検討した。 

これらの知見を踏まえ，今後は、浸水予測モデルのパラメータ調整やモデル改良により浸水予測精度の向上、別途開

発中の浸水予測システムを改善しリアルタイム浸水予測システムを実用化する予定である。 

 

局地的集中豪雨への予警報システム等の高度化 

Improvement of meteorological forecast and warning systems against heavy rainfall 
（研究期間 平成21年度～） 

河川研究部 水資源研究室      室  長  三石 真也 
河川研究部 河川研究室      室  長  服部 敦 
河川研究部 河川研究室      主任研究官 菊森 佳幹 
河川研究部 水資源研究室      研 究 官  土屋 修一 
河川研究部 水資源研究室      研 究 官  加藤 拓磨 
 

［研究目的及び経緯］ 

近年、全国各地で洪水被害が頻発しており、また、気候変動によって今後さらに洪水被害の増加、増大する恐れがあ

る。平成２０年度には局地的な大雨や集中豪雨が多発し、それらに起因する浸水被害や水難事故が発生した。 

国土交通省河川局では局地的な大雨や集中豪雨の対策等について検討を進めており、降雨や洪水の監視強化や洪水予測

の高精度化が検討課題となっている。 

ネットワーク化した X-Band マルチパラメータレーダ（以下、MP レーダ）から得られる情報を用いて減衰補正、減衰

域のデータ補間、雨量推定、データ合成等を高速で処理し、高頻度・高分解能の雨量情報を提供するためのデータ処理

システムを構築した。MPレーダからの高頻度・高分解能降雨情報を基にした豪雨の監視、早期探知、移動予測、浸水予

測情報について、図化、配信を行うシステムを構築した。ＭＰレーダによる高頻度・高分解能の雨量情報と既存レーダ

による雨量情報を用いて、予測リードタイムを稼ぐために、豪雨の早期発見技術と移動予測手法を検討し、計算システ

ムを構築した。ＭＰレーダの高頻度・高分解能の雨量分布情報を活用して、都市域における中小河川、下水道網を含め

た流出解析、管路解析、氾濫解析について、実運用を考慮した計算手法、組み合わせを検討し、リアルタイム浸水予測

情報を提供する計算システムを構築した。 
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気象変動を考慮した地域別比流量の検討 

Examination of the specific discharge according to the area that considered a climate change 
（研究期間 平成21～22年度） 

 河川研究部 水資源研究室      室  長  三石 真也 
        研 究 官  尾関 敏久 
 

［研究目的及び経緯］ 

我が国のダムの設計洪水流量算定に当たっては、1/200年確率流量、既往最大流量とともに、クリーガー型近似曲線による

地域別比流量を用いている。近年では豪雨の頻発により、この既往設定の曲線では包絡できないような洪水がしばしば発生し

ており、今後確実に予想される地球温暖化に伴う極端現象の頻発を踏まえれば、洪水量の増大に的確に対処する必要がある。

すなわち、治水施設においては、実際に起こりうると考えられる洪水に対して十分安全な放流能力を確保する必要がある。 

本検討は、上記の課題を背景に、これまでの既往洪水による地域別比流量の見直しと、気候変動を考慮した将来の起こりう

る最大降雨量の検討を行うものである。 

平成20年度は、これまで観測されてきた直轄ダムの流入量データを元にクリーガー型近似曲線の見直し案の作成を行った。

また、地球温暖化に伴う気候変動を考慮した設計洪水流量の算定を支援するべく、２１世紀後半に発生が予想される起こりう

る最大降雨量について気候変動モデルを活用しつつ、一部地域について流域面積別に算定するとともに、降雨強度式を求めた。

今後は、全国について地域毎の降雨強度式について算定を行う。 
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道路の機能・役割に応じた設計基準体系の検討 
A Study of the Design Standard System for the Functions and Roles of Roads  

（研究期間 平成 21 年度） 
 
道路研究部 道路研究室        室長      上坂 克巳 

Road Department Traffic Engineering Division        Head         Katsumi UESAKA 
 主任研究官  大脇 鉄也 
                          Senior Researcher Tetsuya OWAKI 
                          研究官  濱本 敬治 
                          Researcher  Keiji HAMAMOTO 

部外研究員           木下 立也 
                          Guest Research Engineer Tatsuya KINOSHITA  
 

This study provides research on the systematization of functional classes in foreign countries as well as  
research on a framework for studying the planning system and design standards for functional classes of  
roads in foreign countries. 

                               
［研究目的及び経緯］ 

我が国においては、これまでの道路整備の成果によ

り道路網の骨格は概成しつつある。しかし、現在の道

路構造令の種級に従って整備された道路ネットワーク

は、行動圏域の広域化、環境問題や質の高い暮らしと

いった新たなニーズへの対応等が課題と考えられてい

る。今後、このような新たなニーズを踏まえて、道路

ネットワークを計画、整備、再構築していくためには、

これまでの道路管理者別に定められたネットワーク計

画や構造基準等を再整理して、上記のようなニーズに

も対応した機能階層の考え方や機能階層に応じた計画

のあり方等を検討していく必要がある。 
このような背景を受けて、本研究は、我が国におけ

る道路の機能階層に応じた計画・設計制度の検討を行

うに際して必要となる基礎資料を得ることを目的とし

て、諸外国の道路網編成基準等における機能階層の体

系化手法並びに道路の機能階層に応じた計画制度及び

設計基準の検討体制について調査したものである。 
［研究内容］ 

諸外国の調査は、アメリカ、イギリス、イタリア、

中国、ドイツ、フランスを対象として、①道路の機能

階層の考え方に関する調査・分析、②道路の機能階層

に応じた計画制度に関する調査・分析、③道路の機能

階層に応じた設計基準の検討体制に関する調査の３つ

の観点から行った。 
［研究成果］ 

諸外国の調査の結果、我が国との類似点、相違点に

ついて以下の知見が得られた。 
（１）道路の機能階層の考え方 

表－１ イタリアの道路網の機能階層区分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表－２ ドイツの道路網の機能階層区分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○我が国との類似点 

・我が国は、イタリア（表－１）、中国、ドイツ（表－

２）と同様に、連絡機能および交通機能の階層区分

を明示し、各道路管理者（道路所有者）が連絡する

拠点を法令等で対応させている。 
・我が国を含むどの国においても、交通機能からみた

階層区分として、高速道路と一般道路は区分されて

いる。また、交通機能に着目した階層区分では、都
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市内道路と地方部道路の区別をしている。 

○我が国との相違点 

・我が国には道路法があり、法において連絡機能から

みた階層区分を、道路構造令において交通機能から

みた階層区分を示しているが、多くの国でこれらの

階層区分はガイドラインで示している。 

・一般道路の区分についてはイタリア、ドイツは定性

的な表現（国道は国の主要都市を結ぶ等）で区分し 

ているのに対して、日本と中国は区分要素として定

量的な計画交通量を含んでいる。 

・特に、地先道路について、我が国は一般道路カテゴ 

リー(3 種、4 種)の中の交通量が少ない道路(3 種 5

級、4 種 4 級)と位置づけていることになるのだが、

アメリカ（表－３）では、地先道路は他の一般道路

とは別のカテゴリーとして扱っており、また中国で

も、拠点間ネットワークを形成する道路（公路）と、

それ以外の街路（道路）は完全に別体系のものとし

て扱われている。 

（２）道路の機能階層に応じた計画制度 

1)国家の基幹となる幹線道路網 

○我が国との類似点 

・我が国を含むどの国においても、国が路線の選定を

行っている。 

○我が国との相違点 

・連邦国家であるアメリカとドイツでは、州の意向が

国家レベルの幹線道路網形成に色濃く反映される。 

2)地域内の幹線機能を担う道路 

○我が国との類似点 

・我が国の都道府県道の路線指定は、知事が認定する

のと同様に連邦国家であるアメリカとドイツでは各

州に任せられている。 

○我が国との相違点 

・我が国では、都道府県が主な計画の対象範囲となっ

ているが、アメリカ、ドイツ、フランスは州や地方

圏などの広域行政区域が対象範囲となっている。 

3)都市内道路の改変計画 

○我が国との類似点 

・ドイツでは、都市圏レベルでの法定の交通計画は存

在せず、これは我が国と同様である。 

○我が国との相違点 

・我が国では、アメリカ、フランスのように都市圏交

通計画の法的位置づけがなく、常設の計画策定組織

も存在していない。 

・我が国を除く各国では、広く関係機関の意見の聴取 

が義務づけられている。 

4)自転車道ネットワーク計画 

○我が国との類似点 

表－３ アメリカの道路網の機能階層区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ドイツでは、法定の自転車道ネットワーク計画はな 

く、策定は任意となっており、これは我が国と同様 

である。 

○我が国との相違点 

・アメリカとフランスでは、都市圏の目指すべき方向

性（都市内の自動車交通量削減等）として、自転車

道計画を都市圏交通計画に含めることが推奨、義務

づけられている。 

（３）道路の機能階層に応じた設計基準の検討体制 

1)設計基準の策定機関、担当組織、国の関与 

○我が国との類似点 

・我が国を含むどの国においても、国または国に準じ

る組織が都市間道路から都市内道路までについて設

計基準または参考図書を作成している。 

・我が国は、アメリカ、ドイツと同様にこれらの基準

等を同一の組織が作成している。 

○我が国との相違点 

・フランスでは都市外道路と都市内道路（都市高速道

路を除く）では作成組織が異なっている。 

・アメリカ、ドイツともに策定過程に連邦交通省や州

の交通担当部局の意見が反映される仕組みとなって

いる。 

2)策定された設計基準の拘束力 

○我が国との類似点 

・フランスの都市間幹線道路と都市内自動車専用道路

に関する設計基準は通達であり、我が国の道路構造

令と同様に法的拘束力を有している。 

○我が国との相違点 

・アメリカとドイツでは協会が策定する基準自体は拘

束力を有しておらず、アメリカは各州がグリーンブ

ックを参考に基準を策定して始めて拘束力を持つ。

ドイツの道路・交通制度研究協会（FGSV）の策定す

る基準は拘束力を持たないが、実際には広く適用さ

れている。 

・フランスでは、幹線道路、都市内自動車専用道以外

の道路に関して国の組織が策定した設計基準は、ガ

イドラインであり推奨に過ぎない。 
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最近の交通実態調査結果を用いた都市内道路整備検討調査 
Research and Investigation of Inner-City Road Construction Based on the Results of Recent Traffic Condition Surveys 

（研究期間 平成 21 年度） 
 
道路研究部 道路研究室      室 長  上坂 克巳 

Road Department      Head  Katsumi Uesaka 
Traffic Engineering Division     研究官  小林 正憲 

Researcher Masanori Kobayashi 
 
The usage conditions, operating methods and problems in relation to community cycle programs in two 
French cities have been surveyed, showing that the important factors for the success of community cycle 
programs include ease of use, bicycle quality and maintenance, station density and economic efficiency. 
 
［研究目的及び経緯］ 

 我が国において、CO2 削減等の目的からコミュニテ

ィサイクル（以下「CS」という。）の取り組みが各都市

で行われようとしている。これまでも我が国で CS の実

験等が行われていたものの、成功している事例が少な

かったのが実情である。そのような中、パリの「ベリ

ブ」に代表されるようにフランスの各都市の CS が成功

を収めている。その中でもベリブ導入のきっかけとな

ったリヨン都市共同体（以下「リヨン」という。）が実

施している「ベロブ」は、2005 年からスタートし、現

在は安定した運営を行っている。また、オルレアン・

ヴァル・ド・ロワール都市共同体（以下「オルレアン」

という。）が実施している「ベロプリュス」は、人口約

12 万人の中規模な都市で運営を行っている（リヨン市

は人口約 47 万人）。 

本調査では、我が国におけるコミュニティサイクル

の導入を検討する際に活用できる情報として、この２

都市における利用状況及び運営実態や効果等について

調査し整理を行った。 

［研究内容及び成果］ 

 ベロブ及びベロプリュスについて、運営担当者に利

用状況、運営実態や効果等のヒアリング調査を行った。

以下、その結果について記載する。 

 
１．各システムの概要 

ベロブは、2005 年 5 月に開始され、現在は自転車

4,000 台、340 箇所（約 300m 間隔に設置）のステーシ

ョンで、24 時間・年中無休で営業している（写真-1）。

ベロプリュスは 2007 年 6 月に開始され、自転車 330

台、33 箇所（約 300m 間隔に設置）のステーションで、

24 時間、年中無休で営業している。両システムとも、

14 歳以上が利用可能で、自転車を利用するためには 4

種類のいずれかのパスを購入する必要があり、各パス

の料金及び利用料金は表-1 の通りとなっている。パス

の購入は、クレジットカードや銀行カード等で簡単に

支払いができるようになっている。 

表-1 各パスの利用料金 

 

２．運営・維持管理と利用実績 

１）ベロブ 

リヨンはベロブの運営・維持管理のため、JC ドコー

社と 13 年契約を結んでいる。これは契約の一部であ

り、主たる契約内容は、リヨンが JC ドコー社に公共

空間の屋外広告パネル掲示権を与える代わりに、JC ド

コーは、ベロブの導入・運営・維持管理を行うこと、

2,200 箇所のバス待合所の整備・維持管理を行うこと

及びリヨンに 1,800 万ユーロを支払うことになってい

る。なお、JC ドコーは、屋外パネル掲示権で得られる

広告収入により、導入及び運営管理費等の諸費用を賄

っているものの、かなりの赤字が出ているとのことで

ある。ベロブの運営には、顧客サービス、ステーショ

ンの清掃や維持管理、各ステーション間の台数調整、

利用料金 
パスの 

種類 

パス購

入代金 最初の

30 分

次の 

30 分 
次の時間帯 左記以降 

1 日パス V,P:1 ﾕｰﾛ

7 日パス V,P:3 ﾕｰﾛ

V:1 ﾕｰﾛ 

P:0.5 ﾕｰﾛ 

V:2 ﾕｰﾛ(60～90 分) 

P:1 ﾕｰﾛ(60～120 分) 

V:2 ﾕｰﾛ/30 分

P:2 ﾕｰﾛ/1 時間

1 年間パス
V:15 ﾕｰﾛ

P:20 ﾕｰﾛ

V:0.75 ﾕｰﾛ 

P:0.5 ﾕｰﾛ 

V:1.5 ﾕｰﾛ(60～90 分) 

P:1 ﾕｰﾛ(60～120 分) 

公共交通機

関と共通の

パス 

（1 年間）

V:15 ﾕｰﾛ

P:10 ﾕｰﾛ

V,P:

無料

V,P:無料 
V:0.75 ﾕｰﾛ(60～90 分)

P:1 ﾕｰﾛ(60～120 分) 

V:1.5 ﾕｰﾛ/30 分

P:2 ﾕｰﾛ/1 時間

1 ユーロ:124 円(2010 年 3 月 15 日現在) ※V:ベロブ、P:ベロプリュス

写真-1 ベロブの自転車(左)とステーションの端末(右) 
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現場及び修理工場での自転車整備などが含まれ、5～

22 時の時間帯に約 60 人が稼働している。毎日、修理

工場で 80 台、現場で 250 台、合わせて 1日平均 300

～350 台の自転車が修理されており、これは、全自転

車の約 1割に当たる。また、自転車は長距離の走行に

耐えられるよう特注で作られており、1台あたりの製

造価格は 700 ユーロで、フランスの一般的な市販自転

車（150～200ユーロ）の3倍程度の価格となっている。 

2008 年の年間総利用実績は、約 646 万回（1日平均

約 17,500 回）であり、1日 1 台あたり約 4 回利用され

たことになる。1回の走行距離は平均 2km 強、走行時

間は平均 17～18 分であり、利用者の 9割以上が無料で

借りられる 30 分以内であった。年間定期利用者は約 4

万人、一時的（1日又は 7日）利用者は約 1．5万人で、

利用者の合計は 5.5 万人であった。また、一時的利用

者に対しては、1日平均で 2,000 枚のカードを販売し

ている。よって、パス購入代として約 200 万ユーロ/

年の収入があると考えられる。 

２）ベロプリュス 

オルレアンは、導入・維持管理を全て含め、EFFIA

社(フランス国鉄の子会社)と年間 87 万ユーロで 10 年

契約を結んでいる。運営は、主任 1人、アシスタント

1 人、技術者 4 人の構成となっており、技術者は、各

ステーション間の台数調整、自転車の検査、整備等を

行っている。自転車は、市販の自転車を活用し、1台

475 ユーロになる。メンテナンスの容易さからチェー

ンではなく、ロットとギアを用いている（写真-2）。

自転車を留め

る設備には、内

部に情報端子

と盗難防止装

置が取り付け

られており、1

基 260 ユーロと

なっている。ま

た、1箇所のス

テーション（10～20 台分）を整備するのには、ネット

ワーク接続費用、土木工事の費用等全ての費用を含め

て 3 万ユーロかかっている。 

2008 年の年間総利用実績は、約 11 万 5千回（1日平

均で 315 回）であり、1 日 1 台あたり約 1 回とオルレ

アンの当初の想定の 1/6 程度であった。また、1 回の

走行距離等はベロブと同様で、ほとんどが 30 分以内の

利用であった。また、年間定期利用者は約 1,700 人で、

一時的利用者は約 6,000 人であり、パス購入代として

約 4 万ユーロ/年の収入があると考えられる。 

 

３．CS の効果と成功の要因 

リヨンでは、CS 導入後に自転車（一般の自転車も含

む）の交通量が 80％増加しており、オルレアンでは、

5～10％増加している。アンケート結果によると「ベロ

ブ」では 5％、「ベロプリュス」では 23％が自動車から

自転車に転換している。これらのことより、自転車利

用の誘発及び自動車から自転車の転換効果があること

が分かった。   

また、JC ドコーの担当者は、ベロブや他地域の実績

より、CS 成功（多く利用される）の要因として①利用

サービスの簡易性（クレジットカードなどでいつでも、

誰でも利用できること）、②自転車の質（頑丈な自転車）、

③サービスの質（満足の高い維持管理）、④利便性（ス

テーションの緻密さ）、⑤経済性（安価での利用）の 5

つが重要であることが分かったとのことである。 

４．課題 

ベロブでは、

利用者が自分の

自転車ではない

ため、自転車を

手荒に扱う等に

より自転車が損

傷し、修繕費が

多くかかってい

る等の課題があ

る。また、ベロ

プリュスは、想

定していたより

利用が少ない状

況となっており、これは都市の中心部にはステーショ

ンが密にあるものの、中心部以外の密度は低く利便性

に課題があると考えられる(図-1)。 

５．おわりに 

我が国で CS を導入しようとした場合、問題となるの

が費用であると考えられる。リヨンでは導入・維持管

理等に 8 千万ユーロ(約 100 億円)/13 年かかり、パス

の売上では 3 割程度しか賄えていないと想定される。

我が国ではフランスほど広告収入が見込めないことか

ら、税金等による補填が必要となると考えられる。 

フランスでは、CS 導入前後に自転車走行空間の整備

を行っている（リヨン、オルレアンとも 300km 以上整

備している）。我が国は、歩行者と自転車が混在してい

るため、CS を導入して更に自転車が増えた場合、事故

の増加等が懸念される。また、我が国はフランスに比

べ自転車保有率や自転車分担率が高い等、状況が違う

ことから、導入にあたってはこれらの問題等の検討が

必要と考える。 

写真-2 ベロプリュスの自転車

オ ル レ

図-1 ベロプリュスのｽﾃｰｼｮﾝ位置

ス テ

オルレアン駅 

ステーション 

1km 

中心部
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事業継続計画の経済効果に関する研究 
Study on Economic effect of Business Continuity Plan 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
道路研究部 道路研究室      室 長  上坂 克巳 

Road Department      Head  Katsumi Uesaka 
Traffic Engineering Division     研究官  小林 正憲 

Researcher Masanori Kobayashi 
部外研究員 木下 立也 
Guest Research Engineer Tatsuya Kinoshita 

 
Small-to-medium-sized enterprises(SMEs) in provincial cities seldom have BCPs. Then, we made 
Guidelines that describe simple and effective methods in which governments can give assistance to SMEs 
with BCP. Moreover, we developed a method of the order of restoration priority level of a road network. 
 
［研究目的及び経緯］ 

我が国は、地震や津波、台風など様々な自然災害が

発生しやすい国土であり、東南海地震や南海地震発生

への対応をはじめ、防災への取り組みは喫緊の課題と

なっている。このような中、企業の業務中断が個々の

企業のみならず、地域の経済、雇用、さらには被災か

らの復興に重大な影響を与えることから、事業継続計

画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）の重要性が

注目されている。しかしながら、企業ＢＣＰは一部の

企業の取り組みにとどまっており、特にインフラの脆

弱な地方部の中小企業においては、策定そのものが進

んでいない状況である。また、行政においてもＢＣＰ

策定の取り組みが進められており、災害の復旧活動に

重要な役割を果たす道路の復旧優先順位を決めること

は早期復旧に繋がるものの、特に市町村においては管

理している道路が膨大であり、復旧優先順位を決める

のは困難である。 

本研究は、地方都市における中小企業ＢＣＰ策定支

援方法及び道路ネットワーク復旧優先順位の決定方法

に関する検討を行い、ＢＣＰ策定促進を図ろうとする

ものである。 

［研究内容及び成果］ 

1．地方部の中小企業の策定支援方法に関する研究 

 効率的で効果的な中小企業のＢＣＰ策定支援方法を

把握するため、徳島県小松島市及び愛媛県大洲市で代

表企業 10 社、市・県・国の現場事務所（行政）、有識

者で構成するＢＣＰ検討会を H19,20 年度に開催した。 
平成 19 年度の検討会は、ＢＣＰの各項目について既

存のガイドライン（中小企業ＢＣＰステップアップガ

イド）の内容に沿って進め、ＢＣＰ策定の課題や策定

する上で必要となる情報（以下「共通情報」という。）

を把握することを主な目的とした。その結果、共通情

報を把握する等、一定の成果はあったものの、検討会

への参加企業は防災計画の作成等、防災に対する検討

が十分進んでいない企業が多く、防災計画やＢＣＰを

作る上での十分な知識と経験が少ないため、ＢＣＰ策

定を進めるのは困難であることが分かった。 

 H20年度の検討会は、H19年度の結果を受け、短時間

で無理なくＢＣＰを作ってもらうことをねらいに以下

の方法により検討会を実施した。 

① 防災計画・ＢＣＰ一体の「構成文書」を準備 
 中小企業では、防災計画すら未策定の状況を踏まえ、

防災計画とＢＣＰを一体化させ、防災計画を発展させ

ながらＢＣＰを理解できる内容とした。また、分かり

やすく時系列に整理した。 
② 「構成文書の雛形」を準備 
 ＢＣＰの最終イメージを把握すること、また、ＢＣ

Ｐ策定の手間を簡素化するために、「構成文書の雛形」

をできる限り準備した（図-1）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 構成文書の雛形の例 

防災・業務継続計画（東南海・南海地震対策編） 
 
１ 総則(目的・用語の定義) 
 
(1)目的 

この計画は、○○株式会社の東南海・南海地震による被害に備えた事前対策と災害発生後の応急復

旧・復旧対策、地域貢献等に関する事項を定め、人的・物的被害の未然防止及び軽減を図ると共に、

災害発生後の会社機能を保全し、迅速・適切な事業継続活動を実施することを目的にする。 
 

(2)計画策定体制  

 役職 氏名 

責任者 取締役社長 □□ □□ 

副責任者 ○○部 部長 □□ □□ 

代表担当者 ○○部 部長 □□ □□ 

 
２ 被害想定 

 (1)東南海・南海地震の被害想定 

  徳島県が実施した徳島県地震動被害想定調査 (H17年3月)の結果によると、徳島県全域に震度5強、

小松島市の広い地域で震度 6 強が予測され、我が社は震度６強と予測されている。 

また、この地震による津波の発生も予測されており、我が社は 0.5～1.0m と予測されている。 
ライフラインの被害予測では、小松島市の上下水道の断水率が 1 週間後に 50%と復旧に時間がかか

ると予測される。電力・電話は 1 週間後には概ね回復すると予測される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 震度分布想定図 

○○株式会社 

 

７非常用品の準備 

 少なくとも家族の３日分の水・食料等を準備しておきましょう。 

 水は一人あたり一日で、最小限３リッターは必要です。 

 その他に懐中電灯・ラジオ(できれば手回し等電池のいらないもの)、ろうそ

く、マッチ(ライター)、運動靴、軍手、マスク、タオル、ヘルメット又は防

災頭巾等が必要です。 

 

８避難場所・避難路の確認 

 家からの避難場所・避難経路を確認しておきましょう。 

 又、家族が離れている時に災害が起きた場合を考慮し、ふだんから家族の

集合場所・連絡方法を決めておきましょう。 

地震時には、携帯電話なども輻輳により通じなくなることが考えられるた

め、家族間の連絡には災害用伝言ダイヤルなどを活用しましょう。 

 

1) 災害用伝言ダイヤルを活用した伝言の記録・確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 災害用ブロードバンド伝言版を活用したメモの記録・確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害用伝言版（携帯電話会社のサービス）を活用したメモの記録・確認方

法は、各携帯電話会社のホームページなどで確認しておきましょう。 

 

 

にダイヤルするにダイヤルする171 171

ガイダンスにしたがって、

をダイヤルする
ガイダンスにしたがって、

をダイヤルする

ガイダンスが流れます

1

2

3

録 音 す る場 合 再 生 す る場 合

1 2

0 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 0 0 0 0 0 0

ガイダンスが流れます

https://www.web171.jp
にアクセスする

画面の指示にしたがって、文

字・音声・画像等を登録する
画面の指示にしたがって、文

字・音声・画像等を閲覧する

1

2

3

登 録 す る場 合 閲 覧 す る場 合

https://www.web171.jp
にアクセスする

0 8 8 5 0 0 0 0 0 00 8 8 5 0 0 0 0 0 0
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③ 構成文書の雛形を活用し、短時間で効果的にＢＣＰ

等を理解できる「検討会の内容・運営方法」の実施 

 これまでのＢＣＰのガイドラインは一方的に企業へ

知識や情報を提供するのみであり、策定支援には不十

分であると考えられる。行政等が支援する方法として、

地域における仮想企業のＢＣＰを、「構成文書の雛形」

を基に企業と行政で作成することにより、4回の検討会

で効果的にＢＣＰ等を理解できる方法とした。 

 上記方法でＢＣＰ策定支援を各検討会で実践した結

果、参加者からは、仮想企業のＢＣＰを策定すること

で、より実践的に考えることができた等、良かった点

の意見を多くいただいており、悪かった点の意見はほ

とんどなかった。これらのことから、本研究で検討・

考案した「構成文書」、「構成文書の雛形」及び「検討

会の内容・運営方法」により中小企業のＢＣＰ策定を

支援する方法は有効であると考えられる。 

この結果を受け、構成文書を基にしたＢＣＰの作成

方法や検討会の方法等を解説した「官民共同による事

業継続計画策定支援ガイドライン（案）」を作成した。 

 

2．道路ネットワーク復旧の優先順位の決定方法に関す

る研究 

道路ネットワーク復旧の優先順位の決定は、なるべ

く簡易に分かりやすく道路復旧の優先順位を導き出せ

る方法が良い。そこで、行政・住民・企業の危機対応

から災害復旧までのフェーズにおいて重要な交通が通

る経路を時系列で想定し、それらを重ね合わせ、重な

りが多い経路ほど復旧優先度が高いと評価することと

した。既往調査では、各主体の災害復旧に重要な交通

が明らかにされてなかったため大規模震災時の行動調

査を行うとともに、徳島県小松島市において復旧優先

順位のケーススタディーを行った。 

1)災害復旧時の各主体の重要な交通に関する調査 

 阪神・淡路大震災以降の大規模地震に関する文献よ

り、各主体の発災後の行動を調査・分析してシナリオ

を作成し、復旧活動及び企業の事業継続に重要な交通

及びその交通特性を明らかにした。災害復旧に重要な

交通は、表-1 の通りとなる。 

表-1 災害復旧に重要な交通 
重要な

交通 

活動

主体 
発地 着地 

集中 

時期 
交通特性 

①通勤 住民 
市 内 外 の

自宅 
工場等 2 日～ 

復員が広い

道路を選択

②応急

対策 
企業 協力会社 工場等 2-7 日 

〃 

国道が主 

③救急 
人口 500人

の町丁目 
病院 当日 最短経路 

④消火 消防署 
人口 1000 人

の町丁目 
当日 最短経路 

⑤応急

対策 

行政 

市 外 の 協

力会社 
各管理施設 2-7 日 最短経路 

２）復旧優先順位のケーススタディーの実施 

 徳島県小松島市で復旧優先順位のケーススタディを

実施した（図-2）。その結果について、地元企業・行政

より意見聴取を行った結果、本方法による復旧優先順

位等の妥当性が確認される一方、緊急輸送道路は災害

時に一般車両の通行が制限される可能性があるため、

通行制限を想定し、市町村道等を予め迂回路として想

定しておくことが重要であることが分かった。よって、

住民及び企業に関する交通については、緊急輸送道路

以外の道路を走行することとし、復旧優先順位を求め

た（図-3）。 

図-2 復旧優先順位の評価結果 

図-3 復旧優先順位の評価結果（修正版） 

［成果の発表］ 
 南部浩之：地域防災力の向上に資する企業の事業継

続計画の策定支援に関するケーススタディ，土木計画

学研究・講演集，Vol.37, 2008.6 

1) 小林正憲：官民一体となった中小企業の事業継続

計画策定支援の取り組みについて土木計画学研

究・講演集，Vol.39, 2009.6 

2) 小林正憲：官民一体となった中小企業の事業継続

計画策定支援の取り組み，第 29 回日本道路会議， 

2009.10 
［成果の活用］ 

「官民共同による事業継続計画策定支援ガイドライ

ン（案）」は、中小企業のＢＣＰ策定支援に活用される

予定である。 

低低

高

低

高

低

凡例（復旧優先度）

高

低

凡例（復旧優先度）

高

低

凡例（復旧優先度）

高

低

凡例（復旧優先度）

高

低
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道路交通調査の高度化 
Data collection support for road administration 

（研究期間 平成20年度～ ） 

 道路研究部 道路研究室      室   長 上坂 克巳 
         主任研究官 大脇 鉄也 

研 究 官 松本 俊輔 
研 究 官 橋本 浩良 

 総合技術政策研究センター 建設経済研究室                 主任研究官 門間 俊幸 
 
［研究目的及び経緯］ 

 コスト縮減に対する強い社会的要請の中で、社会の生産性向上へ貢献するためには、課題の大きな箇所を厳選し重点的に対

応するとともに、既存ストックも有効活用し交通状況に応じた最も効率的な施策を講じることが必要である。そのためには、

客観的な道路交通データに基づく科学的分析が重要であり、加えて、課題の大きさや施策の効果の分析結果を分かりやすく公

表することにより、道路行政の説明責任を果たすことが必要不可欠である。  

 本研究では、以上の目的を踏まえ、道路交通調査の効率化と高度化の方策について検討した。まず、次期道路交通センサス

における一般交通量調査（交通量調査、旅行速度調査、道路状況調査）の調査方法を具体化した。また、常時観測データを用

いた隣接区間の交通量推定方法及びプローブデータを用いた旅行時間データの加工方法の検討を行った。さらに、各種の道路

交通データの相互利用を効率化するため、道路交通調査の最小単位として幹線道路網の交差点間リンクの標準化を行った。 

 

データ基盤の構築 

Development of Database regarding Road Traffic and Roads  
（研究期間 平成19年度～） 

 道路研究部 道路研究室 
室   長 上坂克巳 
主任研究官 関谷浩孝 
研 究 官 松本俊輔 
部外研究員 古川誠  

 
［研究目的及び経緯］ 

 世界の国際海上コンテナ貨物流動量はここ 10 年間で約 3 倍になっていることからも、今後益々コンテナ貨物に対応

した道路整備や施策の展開が重要になってくる。 
本研究は、コンテナ貨物車に関する道路施策による交通流の変化を推計するシステムを構築することを目的に実施し

た。 
具体的には、関東圏のコンテナ貨物輸送事業者 79 社へのヒアリングにより把握した 890 の実走行経路を基に、狭小

幅員等の道路構造諸元及び到着時間指定の有無等の輸送条件と経路選択特性の関係を明らかにした。さらに、道路構造

諸元を説明変数とした経路選択モデルを構築した。これにより、道路ネットワーク上の道路構造要因の影響を考慮した

コンテナ貨物車の交通流推計を行うことが可能となった。 
なお、上記の検討に必要となる道路ネットワークデータを構築するため、道路構造諸元を収録している道路情報便覧

データベースを既存の道路ネットワークデータに関連付けるアルゴリズムを構築した。これにより、今後継続的に最新

の道路構造諸元等をリンク属性に持つ道路ネットワークを保持することが可能となった。 
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道路整備の多様な効果の定量化 

Quantification of various effects caused by developing roads 
（研究期間 平成19年度～） 

 道路研究部 道路研究室         室 長      上坂 克巳 
                                     研究官      原田 優子 
［研究目的及び経緯］ 

 所要時間の不確実性を評価するために、時間信頼性（定時性）という概念が提案されている。時間信頼性とは「一定の所要

時間で目的地に到達できる確率」である。時間信頼性指標としては、Buffer Time（95％タイル旅行速度－平均旅行速度）等が

よく用いられる。   
本調査では、事例分析を通じた時間信頼性算出のための旅行時間データ処理方法の検討、時間信頼性の低下要因の把握及び

時間信頼性向上策の効果の試算を行った。具体的には、旅行時間データの分割時間単位及びその代表値の検討、旅行時間の各

種統計指標（中央値、平均値、各タイル値等）の分割時間帯別の整理、時間信頼性の低下要因の抽出と影響の分析（交通容量

の低下要因の明確化、交通需要・容量の変動による影響の分析、時間信頼性向上策の検討とその効果の試算、アンケートによ

る利用者の意識調査）を行った。 
調査の結果、旅行時間の分割時間単位は15分、時間帯ごとの代表値は基本的に中央値とするが適宜他の代表値を用いてもよ

く、今回の調査では市街地において10％タイル値を用いた方がよいこと、交通容量変動要因である積雪路面凍結と工事規制に

より信頼性指標が悪化すること、利用者は実際よりも過大な所要時間を見込んでいる可能性があること等が明らかとなった。 
 
 

地域ニーズに即した道路整備を導く道路構造令の検討 

A Study of the Road Structure Ordinance Guiding Road Construction based on Regional Needs 
（研究期間 平成21年度～） 

 道路研究部 道路研究室         室   長  上坂 克巳 
                                     主任研究官  大脇 鉄也 
                                      研 究 官  濱本 敬治 
                                                                          部外研究員  木下 立也 
 
［研究目的及び経緯］ 

道路構造令は、道路の安全かつ円滑な交通を確保する観点から、一般的技術的基準として定められている政令である。一方

で「画一的な規定」、「歩行者が疎らな地域における両側歩道の存在」など、過大な道路整備の原因になっているとの指摘もあ

る。道路の構造基準は、安全性、円滑性の確保と同時に、様々な地域の状況に対して、これまでも柔軟に対応できる規定が設

けられているところである。そして、より一層地域の実情に対応できる道路構造令のあり方を検討することが求められている。   

このような背景から、本研究は、道路構造令の線形・幅員等の規定の見直しに向けた基礎的な検討を行うことを目的として

いる。 

平成21年度は、道路構造令の第３種第５級や第４種第４級の小規模な道路の縦断線形や平面線形の最小限保持すべき水準の

検討を行った。その結果、平面線形の最小限保持すべき水準として、普通自動車では徐行時の曲線半径は 11.0m、曲線部の拡

幅量は2.2mが限界値であることが分かった。 
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道路空間の余剰を活用した平面設計手法に関する検討 
Examination about the plane design technique for using surplus of road space 

（研究期間 平成20～22年度） 

 道路研究部 道路研究室      室  長  上坂 克巳 
主任研究官  大脇 鉄也 
研 究 官  濱本 敬治 
部 外 研 究 員      木下 立也 

  
［研究目的及び経緯］ 

都市内の道路では信号交差点等のボトルネック区間では慢性的な渋滞が発生する一方、その前後の単路部区間等では、交通

容量に余裕が出ている。道路の使われ方をよく観察すると、荷捌き等で車線が無秩序に使用されている場合があることに加え、

歩道内では歩行者及び自転車利用者の通行環境が悪化しており快適性が損なわれている。このような場合、路上駐車場等の設

置や歩行者と自転車を分離して路上駐車場を考慮した自転車走行空間の確保を行う等既存道路空間の再構築が必要である。 

 本研究は、道路空間の余裕（不足）を見出しボトルネックの改善を行いつつ、路上駐車場や自転車走行空間確保に伴う快適

な歩行環境の創出に充てる平面設計手法を理解しやすいかたちで提案することを目的とするものである。 

 平成21年度は、車線数や沿道状況、駐停車状況の異なる道路を対象に、路上駐車場や自転車走行空間等を確保した試行的な

再構築設計を複数パターン実施し、ミクロシミュレーターを用いた交通流動の分析を行い、自動車・自転車・歩行者の観点か

ら遅れ時間及び歩道部内の不快な交錯回数による定量的指標を設定し評価を行った。その結果、車線を減じずに新たな機能を

付加する再構築案は効果的であること、車線を減じる再構築案は交通需要が低い道路に有効である場合があることがわかった。 
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「複合材料等の新材料」の一般橋梁も含めた適用性検討 
Study on applicability of new materials such as FRP for general long-span bridges  

 
（研究期間 平成 20 年～21 年度） 

 
 道路研究部 道路構造物管理研究室          室長       玉越 隆史 

 Road Department, Bridge and Structures Division    Head       Takashi Tamakoshi 
        主任研究官    大久保 雅憲     主任研究官    星野  誠 
        Senior Researcher  Masanori Okubo  Senior Researcher  Makoto Hoshino 
        研究官      生田 浩一          研究員     加藤 浩一 
         Researcher    Kouichi Ikuta         Research Engineer Kouichi katou 
 
Study on applicability to use the FRP in inspection decks of bridges. Examine the strength 
characteristic of the FRP member, and impact experiment when the person fall. Examine safety of 
strength in inspection deck compare made of FRP with made of steel. 

 
［研究目的及び経緯］ 

 海岸線近くや海上などの厳しい腐食環境では鋼材の

腐食速度が速く、防食法には高い性能が求められる。

他方、塗装などの被覆防食では、角部や狭隘部で良好

な施工品質の確保が困難であることが多い。また、耐

候性鋼材や亜鉛メッキのような金属の腐食特性を利用

した防食法では、塩分の影響によって耐久性が損なわ

れやすい。道路橋の点検検査路はこれまで部材寸法の

小さい形鋼などの鋼材料を組み合わせて製作されるこ

とが一般的であり、塗装や溶融亜鉛メッキによる防食

法では長期耐久性が十分に確保されない場合も見られ

るなど、腐食耐久性の向上が課題となってきた。これ

らの課題は、従来鋼製の付属設備が多数設置される長

大橋梁における維持管理上の懸案事項でもあり、軽量

化にも効果が期待できる各種の樹脂などの非鉄材料の

活用に関する研究も過去には行われてきた。 

 本研究は、非鉄材料の一つとして実用段階にあり材

料特性などの品質制御技術確立の水準が比較的高いと

考えられる繊維補強プラスチック（以下「FRP」という。）

の橋梁用検査路への適用性と基準化について、平成 20

年度から 2箇年で検討を行ったものである。 

［研究内容］ 

FRP の特性は、JIS 等の規格によって材料品質につい

てはある程度制御可能である。しかし、構造部材とし

て用いるには部材としての力学的特性が制御され、

様々な外力に対する挙動の再現性や破壊などの変状の

発生に対して所要の安全余裕が確保できる設計手法が

確立していることが必要である。 

本研究では、材料については実績も多い GFRP(ガラ

ス繊維強化プラスチック）引抜成形材(JIS K7015 の４

種相当、引張強さ 300N/mm2)を対象として、橋梁検査

路への適用性について検討した。 

設計上の目標性能は、点検や軽易な補修等作業を想

定した歩廊部載荷荷重に対する耐荷力、作業員の不慮

の墜落時を想定した手すりへの集中荷重に対する耐荷

力が、従来一般に使用されてきた鋼製検査路と同程度

確保されることとした。 

過年度の検討では、作業員の墜落を想定した衝撃的

な荷重によって荷重集中点となる手すり中央部、手す

りと支柱の部材接合部などの一部部位において脆性的

な破壊形態を呈することを明らかにした。今年度は、

制御困難な脆性的な破壊を検査路としての性能の支配

的要因としない部材や接合部の条件を見いだすために、

載荷試験により耐荷力と破壊形態を確認し安全性確保

について検討を行った。 

［研究成果］ 

１．手すり部材の安全余裕 

 手すり中央部において、脆性的な破壊がみられるこ

とより、支柱間隔 1.9m の手すり部材単体に対して、中

央部で載荷する３点曲げ試験を実施した。手すり中央

部における変位 200mm 程度までの変形と荷重の関係を

図-1 に示す。鋼製検査路で用いられている一般構造用

炭素鋼鋼管(径 42.7mm、A-6)は、衝撃荷重（後述の 6,100

～7,100N）よりかなり小さい荷重で降伏しているもの

の、最大荷重後においても安定した耐荷力を有する延

性を確認した。鋼製検査路では、最大耐荷力を上回る

衝撃荷重のエネルギーを塑性変形による延性で吸収し

ていると考えられる。 

 FRP 部材では、中空の円形管(径 50mm、A-1)は、衝撃

荷重よりかなり小さい荷重で手すり中央部の載荷点に

おいて断面形状を保持できず脆性的に破壊して急激に

耐荷力を喪失した。断面形状保持を目的として円形管

120



図-1 手すりの 3点曲げ試験における変位と荷重 図-2 衝撃載荷による発生荷重 

に樹脂モルタル充填した A-2 では、 樹脂モルタルの

損傷と急激な耐荷力喪失が確認され、充填による曲げ

に対する耐荷力の向上がわずかであった。断面形状を

確実に保持できる充実断面の FRP の棒材をハンドレイ

アップ成形により形成（現時点で引抜成型材の市販品

なし）したφ45mm(A-3)、φ50mm(A-4)、φ57mm(A-5)

では、いずれも衝撃荷重以上の耐荷力を有していたも

のの、A-3 では 5,600N で局部的なき裂発生により荷重

が若干低下しており、A-5 では A-4 と比較して断面二

次モーメントの 1.68 倍に対して最大荷重は 1.11 倍に

とどまっていることから載荷途中で若干の低下に留ま

らず大きなき裂が発生した可能性があり、最大耐荷力

の再現性に問題のある結果であった。また、最大荷重

後の耐荷力は急激に又は段階的不規則に低下しており、

残存耐荷力の制御も困難と判断された。これらは、ハ

ンドレイアップという成形法による不均一な内部構造

が要因として考えられ、耐荷性能を保証するためには

強度特性の再現性とその制御方法に信頼性のある材料

や部材の確立が課題である。FRP では脆性的な破壊を

しない場合でも最大耐力のばらつきや最大耐荷力発現

後の不安定で信頼性の期待できない挙動を呈したこと

から、強度のばらつきに対して余裕をもって弾性範囲

内に確実にとどまる必要があると考えられる。 

２．衝撃載荷に対する安全性 

作業員の不慮の墜落により発生する衝撃荷重に対す

る安全性を評価し検査路構造の設定法を検討するため、

手すりの断面形状を変えた FRP 製の検査路及び梯子形

状の昇降設備を対象とした衝撃載荷試験を実施した。 

検査路上段の手すり又は昇降設備のステップに安全

帯(ショックアブソーバー無し)を介して作業員を模し

た重錘 833N(85kg)を自然落下させた衝撃載荷におけ

る発生荷重を図-2 に示す。 

衝撃荷重の最大値は、損傷による衝撃荷重の吸収が

無ければ検査路の構造に拘わらず、6,100～7,100N で

ほぼ一定であった。実験に使用した安全帯のロープ及

びＤ環が大きく変形しており、衝撃荷重を吸収したも

のと考えられた。これらから、実験で測定された衝撃

荷重は、安全帯における衝撃荷重の規格値 8,000N 以下

によっていると推測された。FRP のたわみによる衝撃

吸収効果も期待されるものの確実な効果算出は困難で

あることから、設計荷重として考慮する衝撃荷重は安

全帯における規格値を使用することが適当と考えられ

た。 

手すりに充実断面（D-1、D-3、D-4）の FRP 部材を使

用したケースでは、弾性範囲に収まり損傷は発生しな

かった。樹脂モルタル充填(D-5)は、FRP 部材に損傷は

発生しなかったものの、A-2 と同様に樹脂モルタルの

損傷が確認され、信頼性に問題があるものであった。 

また、静的載荷試験により手すりの３点曲げ試験の

結果と同様に衝撃荷重以上の静的強度を有することを

確認するとともに、実験値を利用した骨組み解析によ

り、軸力と曲げモーメントを算出し、静的載荷試験の

実験値と同等な結果を解析で再現できることを確認し

た。 

３．まとめ 

FRP を検査路に適用するにあたっては、鋼製検査路

と同等な安全性を確保するために、強度のばらつきや

劣化による強度低下に対して余裕をもって弾性範囲内

に確実にとどまり、急激に耐荷力を失う脆性的な破壊

をしないように設計する必要があると考えられる。ま

た、FRP は内部の構造が複雑であり強度の異方性があ

るため予測外の損傷を起こすことがあり、構造が複雑

な接合部においては、解析のみに頼ることなく実験で

安全性を確認した構造細目を使用することが不可欠で

あると考えられる。 

[成果の発表] 

国総研資料及び各種論文等で発表予定。 

[成果の活用] 

検査路の要領案を作成し、実際の現場において試行

を行い、さらに検討を進め基準等に反映。 
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「交換可能なオープングレーチング床版」の 

一般橋梁も含めた適用性検討 
Study on Applicability of Open Grating Deck to General Highway Bridges 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 
道路研究部 道路構造物管理研究室      室長  玉越 隆史 
Road Department                                 Head          Takashi TAMAKOSHI 
Bridge and Structures Division             主任研究官         大久保 雅憲 

Senior Researcher  Masanori OKUBO 
研究官    池田 秀継      部外研究員     小沼 恵太郎 
Researcher  Hidetsugu IKEDA   Research Engineer  Keitaro KONUMA 

 
In this study, in order to apply open grating deck to general highway bridges, wheel load 

running test, exposure test and cost estimation were carried out. The wheel running test focused on 
the detail of the intersection of girders under grating deck. In the exposure test, the influence of water 
leakage on corrosion was set as parameter. The cost estimation was based on trial design for the 
general road bridges. 
 
［研究目的及び経緯］ 

オープングレーチング床版は耐風安定性に優れる

ことから、長大橋の路肩部等で適用された実績を有す

る。一方、従来の床版と比較して橋梁上部構造の軽量

化が図れ、架設の省力化も期待されることから、一般

橋梁においても工事用道路等で適用された事例がある。

しかし、同構造の疲労や腐食に対する耐久性に関する

検証は十分に行われていない。 
そこで、当研究室では、平成 20 年度に疲労試験（輪

荷重走行試験及び定点載荷疲労試験）を行い、オープ

ングレーチング床版を適用した橋梁の構造桁の交差部

形状の違い（図 1）による疲労耐久性に関する基礎的

な検討を行った。その結果に基づき、今年度は、さら

なる疲労耐久性の向上に向けた疲労試験、腐食特性の

把握及び経済性の検討を行った。 

          
(a)H20-1  (b)H20-2  (c)H20-3  (d)H20-4 

図 1 H20 年度検討ケース 

［研究内容］ 

（１）輪荷重走行試験 

オープングレーチング床版橋を構成する横主部材の

形状及び構造桁との接合方法による疲労耐久性の実荷

重状態における違いを把握するため、4 タイプの交差

形状（図 2）を配置した実物大供試体（図 3）を用い 

 

  

 

 
(a)タイプ 1     (b)タイプ 2 

 

  

 

 
(c)タイプ 3     (d)タイプ 4 

図 2 構造桁の交差部形状 

 

 
 

図 3 供試体概要 
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た輪荷重走行試験を実施した。ここで、タイプ 1は、

昨年度の試験において も疲労耐久性に優れる結果と

なった H20-4 を基に、横主部材フランジ部のスリット

コーナーを緩和した。タイプ 2はタイプ 1を基に、製

作性の向上を図り、スカーラップを横主部材ウェブに

対して垂直に取り付けた。タイプ 3及び 4は横主部材

に鋼管を採用し、肉厚の異なる条件で設定した。 

なお、載荷条件等の試験方法は過年度の同試験と同

じく、一定の走行回毎に荷重を増加する「階段状載荷」

とした。その際、載荷回数に伴う応力状態の変化を把

握するために、荷重を増加する前に、交差部直上で静

的載荷を行った。 

（２）試設計に基づく経済性検討 

交通条件と支間長をパラメータとして単純鋼鈑桁橋

の試設計を行い、ライフサイクルコストを算出した。 
（３）耐候性鋼材の適用性検討 

耐候性鋼材を用いた実物大部分曝露試験を開始した。 
［研究成果］ 

（１）構造桁交差部の疲労耐久性 

試験結果を図 4 に示す。走行回数 24万回の時点で、

タイプ 4の横主部材と構造桁の溶接部において 初の

き裂が確認され、今回検討した 4ケースでは も疲労

耐久性に劣ることが分かった。一方、昨年度の も優

れる結果となった H20-4 のき裂発生時の走行回数が

24.5 万回であったことから、タイプ 4 はそれとほぼ同

等であり、その他のタイプでは改善されたことが確認

できた。なお、発生したき裂に対して補修溶接を行い、

試験継続を試みたものの、すぐにき裂が再発したため、

供試体全体の剛性が保てず、走行回数 28.5 万回で試験

を終了した。 
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図 4 き裂発生荷重－走行回数関係 

き裂が確認されなかったタイプ 1～3 も含めて疲労

耐久性を評価するために、静的載荷の結果を用いて

S-N 線図による整理を行った（図 5）。ここで、線形累

積被害則に基づき、疲労設計曲線の傾きを m=3 と仮定

して、換算繰り返し回数を用いて整理した。また、主

応力の評価位置は、各ケースで 大値が発生した位置

とした。その結果、タイプ 4 以外は G 等級程度の疲労

耐久性を有することが推測された。タイプ 4は発生応

力の低減によりき裂発生回数は確保したものの、継手

の疲労強度としては G等級に満たない結果であること

から、改善策とはならなかったと判断される。 
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図 5 S-N 線図 

（２）試設計に基づく経済性検討 

ライフサイクルコストの算出結果の一例を図 6 に示

す。ここで、供用期間を 100 年とし、RC 床版では 10

年毎の舗装、メッキ仕様のオープングレーチング床版

では 50 年毎の取替えを見込んでいる。従来の RC 床版

橋と比較して、メッキ仕様、耐候性鋼材仕様ともに初

期コスト及びライフサイクルコストは割高となった。

これは、現時点では両仕様とも製品化されていないた

め、個別ヒアリングにより単価を設定したことによる。

今後、オープングレーチング床版が製品化され、低価

格化が実現されれば、RC 床版より経済性に優れる可能

性も有している。また、現場工事費が約 8割となった

ことから、現場作業の省略化が裏付けられた。 
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図 6 概算工事費（A活荷重・支間長 30m） 

［成果の発表］ 
国総研資料及び各種論文に発表する予定である。 

［成果の活用］ 

曝露試験結果も反映させ、オープングレーチング床

版を一般橋梁に適用する場合の設計基準(案)を作成す

る予定である。 

123



 
 

道路橋の耐火性能基準に関する研究 

Study on standard of fire resistance of highway bridges 
（研究期間 平成21～23年度） 

 道路研究部 道路構造物管理研究室        室   長    玉越 隆史 
                                     主任研究官    大久保雅憲 
                    主任研究官    星野  誠   部外研究員    藤田 知高 
 

［研究目的及び経緯］ 

 トンネルや建築物など閉鎖された空間においては、火災その他の事故に対して避難の困難さなどに起因して多くの人

命が危険に晒されることが懸念される。そのため、火災報知器の設置、消火設備の設置、避難誘導径路の設定、耐火材

の使用など様々な耐火性能の付与や技術基準の策定がなされてきている。一方、トンネルを除くと開放的空間である道

路そのものについては、これまで一部の長大橋で消火設備が設けられるなどの例以外には、積極的に耐火性能を付与す

ることは行われていない。しかし近年、米国や首都高速道路において大量の可燃物を積載したタンクローリーからの出

火によって道路橋が長時間高温に晒された事故では、熱影響により本体構造に致命的な被害を生じている。 
そのため道路構造物管理研究室では、今年度、国内外における火災事例の調査分析、耐火設計に関する基準類につい

ての情報収集を行い、道路橋に対する耐火性能に関する基準化の必要性について基礎的条件の整理を行った。 
 

部分安全係数法を含む性能検証方法の確立に関する研究 

Study on establishment of performance verification including partial factor method 
（研究期間 平成21～23年度） 

 道路研究部 道路構造物管理研究室        室   長    玉越 隆史 
                                     主任研究官    間渕 利明 
                     研 究 官    生田 浩一  部外研究員    加藤 浩一 
 

［研究目的及び経緯］ 

 我が国の道路橋の設計基準である道路橋示方書には、平成 13 年度の改訂において性能規定型の概念が導入される一方

で、耐荷力照査の基本書式は従来の許容応力度設計法が踏襲され、技術や材料の品質のばらつきや橋の規模等に応じた

荷重・作用による影響の大小の相違等を信頼性の観点から合理的に考慮する基準への転換は課題として残された。 
 本研究では、部分係数法の導入のために現行設計基準で考慮される主として荷重側の条件について根拠となるデータ

の収集と分析を行い、現行設計基準による設計で実現する橋の性能に関して信頼性の観点からの評価及び部分係数化の

方法の検討を行った。具体的には、代表的な道路橋について設計供用期間に生じる荷重・作用の状況を模擬する時系列

シミュレーションを実施し、着目部位における応答の大きさと発生頻度の分析を行うことにより、現行設計基準による

場合との関係についてその傾向を確認した。 
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耐久性に関する性能水準の設定及び規定化の検討 
Research on Establishment and Regulation of Performance Standard about Durability for Highway Bridges 

（研究期間 平成21年度～） 

道路研究部 道路構造物管理研究室     室   長    玉越 隆史 
主任研究官    間渕 利明 

  主任研究官    星野  誠   研 究 官    池田 秀継 
     部外研究員    小沼恵太郎  部外研究員    藤田 知高 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路橋の耐久性能については高い精度で照査する為に必要な知見が十分でなく、設計基準である道路橋示方書におい

ても設計上の目標期間の標準として100年程度を念頭に構造細目や固定的な仕様を満足させることで耐久性能を確保す

る方法が中心となっている。 
本研究では、様々な外力や環境の条件、完成時の施工品質の水準と耐久性能の関係を明らかにすることで、これらの

耐久性に影響のある要因について定量的に設計で考慮するなど、合理的で信頼性の高い耐久性能の設計が行える手法の

確立を目標に、これまで蓄積された主に直轄道路橋の点検データや損傷事例について各種要因に着目して多面的な分析

と評価を行うことで耐久性能の支配的要因の抽出と基準化の検討を行っている。 
平成 21 年度は、耐候性鋼材の異常腐食、コンクリートの塩害、RC 床版の疲労を対象として劣化促進要因と進展の関

係について整理を行った。 
 

部材の重要度を考慮した設計手法に関する検討 
Study on design method considering importance of member for road structures 

（研究期間 平成21～23年度） 

道路研究部 道路構造物管理研究室     室   長    玉越 隆史 
                                   主任研究官    間渕 利明 
                   研 究 官    生田 浩一  部外研究員    加藤 浩一 

 
［研究目的及び経緯］ 

 道路橋の設計基準である道路橋示方書では、橋の耐荷力性能については橋を構成する部材それぞれの耐荷力特性に着

目して弾性挙動が保証されることや限定的な損傷にとどまることなどを照査する部材設計によって満足させることが中

心である。一方、近年米国で生じた大規模トラス橋の崩壊事故により、構造形式によっては不測の破壊等によって部材

の機能低下が生じた場合に、当該部材が橋全体の耐荷力機構において果たす役割の相違が橋全体の性能に及ぼす影響に

大きな差異を生じることが認識された。 
 本研究では、道路橋の設計において部材単体の性能のみならず、部材が橋全体の耐荷力機構の中で果たす位置づけに

も着目して、不測の部材破壊に対して橋全体の性能が満足されることの程度についても照査できる手法について検討を

行う。今年度は、部材又は部位の損傷程度を異なる条件でモデル化して橋全体の耐荷力性能に及ぼす影響に関する試算

を行い、部材毎の機能低下の影響を設計段階で考慮するための設計手法の検討を行った。 
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道路橋の維持・管理標準に関する検討 

Research on standardization for renewal investment of highway bridges 
（研究期間 平成21～23年度） 

 道路研究部 道路構造物管理研究室        室   長    玉越 隆史 
                                     主任研究官    大久保雅憲 
                     研 究 官    北村 岳伸  部外研究員    藤田 知高 
［研究目的及び経緯］ 

 我が国の社会資本は、これまでに蓄積されてきたストックのうち高齢化したものの割合が今後急速に増加するという

課題に直面することから、これからは、施設の状態を定期的に点検・診断し、異常が認められる際には致命的欠陥が発

現する前に速やかに対策を講じ、ライフサイクルコストの縮減を図る「予防保全」の考えに立った戦略的な維持管理・

更新を実施していく（平成21年3月31日閣議決定）とされている。このためには、データに基づく科学的な維持管理

に移行する必要があり、さらには、管理者の別を超えて全国に形成された道路ネットワークとしての機能を維持、向上

させていくことが重要となるものと考えられる。 
 これらを踏まえ、本研究では、地方公共団体を含む全国の道路橋を効率的に統一的な観点で把握するため、各道路管

理者間に共通して適用される合理的な定期点検標準の策定に向け、点検体系を整理した上で、初回点検結果の分析から

初期損傷に対する対応方針の提案、定期点検結果の分析から、部位や架橋環境の違いによる損傷状況の把握及び直轄定

期点検要領(案)における対策区分判定の見直し原案を作成した。 
 

道路構造物群の管理水準に関する検討 

Research on maintenance level of road structures 
（研究期間 平成21～23年度） 

 道路研究部 道路構造物管理研究室        室   長    玉越 隆史 
                                     主任研究官    大久保雅憲 
                     研 究 官    北村 岳伸  部外研究員    藤田 知高 
［研究目的及び経緯］ 

 道路ネットワークは、橋梁、舗装、トンネル、土工等、様々な種類の構造物から成り立っている。一方、近年、新設

構造物に対しては機能的な性能に着目した基準に基づく整備が進められつつあり、既設構造物に対しても機能面から性

能状態に着目して合理的に管理しようとする検討が進められている。道路構造物も将来的には、橋梁、舗装、トンネル、

土工等の個々の機能のみならず、道路ネットワークの機能との関わりの中でその性能を評価して、全体として調和のと

れた合理的な整備や管理を行うことが必要と考えられる。 
 こうした状況を踏まえ、道路ネットワークの観点から道路構造物群に求められる機能を整理し、当該機能の性能状態

を構造物の種類に拘わらず共通の指標で表す方法として構造物の損傷程度から計算する手法を試行し、技術者による点

検結果と照合して妥当性を検証するとともに、得られた指標を用いてネットワークの性能マップを試作した。さらに橋

梁に関しては、他の道路構造物に先行して、将来の機能状態の予測を視野に、損傷の劣化予測を高度化する手法に

ついての検討を実施した。 
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既設道路橋の性能評価手法に関する検討 
Research on Performance Evaluation Method for Existing Highway Bridges 
 

（研究期間 平成21年度～） 

  道路研究部 道路構造物管理研究室                室   長    玉越 隆史 
主任研究官    関谷 光昭  研 究 官    池田 秀継 

          研 究 官    生田 浩一  部外研究員    小沼恵太郎 
     部外研究員    藤田 知高  部外研究員    加藤 浩一 

 
［研究目的及び経緯］ 

複雑な構造体である道路橋では解析モデルにおいて省略された部材も応力を分担するなど設計上の仮定と実構造の

挙動が基本的に一致せず新設時にはこれらを考慮して安全側となるように設計される。しかし経年によって様々な変状

が生じた既設橋に対してこのような新設時の設計手法をそのまま適用すると、実際には荷重分担している部材の効果が

無視されるなどの不合理が生じると同時に、変状による部材性能の低下については適切に考慮されないため安全が担保

されない恐れもある。そのため現有性能を正当に評価し、合理的な維持管理を実現するためには新たに設計する場合と

は異なり、実構造系の耐荷力機構と損傷等の変状による影響を適正に評価できる耐荷力評価手法を確立する必要がある。 
本研究では、基礎的検討として損傷等によって設計時とは異なる特性を有する部材を異なる方法でモデル化して考慮

した試算を行い，モデル化の相違が結果に及ぼす影響について検討を行った。具体的には、損傷した部材の変状による

有効断面、床版と桁間の結合状態、横桁等の荷重分配効果等の相違が、橋梁構造系全体の性能に及ぼす影響についてモ

デル化レベルと評価結果の関係について整理を行った。 
 

高強度鉄筋コンクリートの一般橋梁も含めた適用性検討 

Study on applicability of high strength reinforced concrete for general bridges 
（研究期間 平成20～21年度） 

 道路研究部 道路構造物管理研究室        室   長    玉越 隆史 
                                     主任研究官    間渕 利明 
                                     研 究 官    北村 岳伸   

部外研究員    藤田 知高 
 

［研究目的及び経緯］ 

 一般的な道路橋橋脚へ高強度鉄筋を用いることにより、鉄筋量の削減による断面の縮小とそれに伴うコスト縮減、過

密配筋解消による施工性の向上などが期待できる。高強度鉄筋を用いたRC部材の道路橋への適用性については、鉄筋と

コンクリートの付着特性、鉄筋の変形や繰返し曲げに対する脆化特性、大変形時の耐荷力特性等に未解明な部分があり、

適用性の判断までには課題が残っている。 

 本研究では、高強度の軸方向鉄筋(USD685)を用いた単柱式鉄筋コンクリート橋脚を対象とした縮尺模型による交番載

荷実験を行い、一般的な道路橋への高強度鉄筋の適用性について検討を行った。また、高強度鉄筋のフーチングコンク

リートに対する引抜抵抗発生機構を解明するため、主としてUSD685を対象とした引抜き試験を行い、付着応力度分布の

変化から付着特性の把握を行った。 
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「交換可能損傷制御部材等」の一般橋梁も含めた適用性検討 
～超高力ボルトの摩擦接合継手の基準化に対する検討～ 

Study on applicability of replaceable damage-controlled member of general Bridges 
～ Study on standardization of friction grip connection with super high-strength bolt～ 

（研究期間 平成20年度～） 

 道路研究部 道路構造物管理研究室        室   長    玉越 隆史 
                                     主任研究官    大久保雅憲 
                                     研 究 官    池田 秀継 
                                     部外研究員    加藤 浩一 
 

［研究目的及び経緯］ 

 鋼橋の継手部に用いられる高力ボルトでは、引張強さ1,200N/mm2以上のF11T及びF13Tについては実橋において過去

に遅れ破壊が確認されたため、現行の設計基準である道路橋示方書では引張強さの上限値・下限値を厳しく制限した

F10T,S10Tまでが規定化されている。一方、高強度ボルトの採用は、継手部の小型化や施工量の削減によるコスト縮減，

品質確保が困難な条件での厚板溶接の回避など、道路橋のコスト縮減と品質向上に資するものと期待される。 

 本研究では、材料的な品質が規格等で保証され建築分野でも実績があるなど耐遅れ破壊性能についても大きな課題が

ないと考えられるS14Tまでを対象に、ボルト等級・母材板厚・フィラーの有無・肌すき・多列・再組立における接合面

の処理方法などの条件を替えて組み合わせたすべり試験を実施し、50mm以上の厚板における各種条件とすべり性能の関

係の把握を行った。 
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表-1 調査項目 

削減率
50%

削減率
75%

負傷
確率

K　死亡 - ○ ○ - 4/10万 - -

L　頭部重大損傷 有 ○ ○ ○ 7/100万 - ○

Z　心臓の損傷 有 ○ ○ ○ 1/100万 - ○

E　ひざ上で両足切断 有 ○ ○ - 1/100万 - ○

M　片足複雑骨折 有 ○ ○ - 11/100万 - ○

C　右顔面の骨折と挫創 有 ○ ○ ○ 34/100万 - ○

T　肋骨3本骨折 無 ○ ○ ○ 40/10万 ○ -

Ta　肋骨3本骨折 有 ○ ○ - 40/10万 ○ ○

F　片足の打撲とすり傷 無 ○ ○ ○ 800/10万 ○ -

Fa　片足の打撲とすり傷 有 ○ ○ - 800/10万 ○ ○

J　健康 - ○ - - - - -

RS法

CV法

SG法
確率型

非確率型
後遺症

 

交通事故減少便益の多様な評価方法に関する検討 
Study on the Method to Estimate the Amount of Mental Loss according to Injury by Traffic Accidents 

（研究期間 平成 21 年度） 
 
道路研究部 道路空間高度化研究室     室長  金子 正洋 
Road Department                                 Head           Masahiro KANEKO 
Advanced Road Design and Safety Division             研究官             尾崎 悠太 
                                                    Researcher         Yuta Ozaki 

 
For people understanding the effect of reduction in traffic accidents by the road projects more 

adequately, we need to estimate the amount of mental loss to fatal and injured. 
This study tried CVM and SG (standard-gamble) method for the estimation method, and examined 

applicability. 
 
［研究目的及び経緯］ 

現在の道路事業の費用便益分析における交通事故

減少の便益については、平成 20 年の改訂時に、死亡 1
人当たりの損失額に非金銭的損失である精神的損失額

が加算されるようなった。それにより、以前から死亡

及び負傷状態に伴う精神的損失額を加算していた欧米

諸国と、死亡 1 人当たりの損失額については同程度と

なったものの、依然として負傷１人当たりの損失額は

低い水準である。 
本研究では、交通事故減少の便益の評価手法を拡充

すべく、既往の研究 1)より推計手法として適用可能性

のある方法のうち、仮想市場法(CV 法)及びスタンダー

ド・ギャンブル法(SG 法)を試行し、その結果から負傷

状態に伴う精神損失額の 適な推計手法を検討した。 
 

［研究内容］ 

1.調査概要 

本研究では、死亡と 7区分の負傷状態について、CV
法(確率型 CV 法と非確率型 CV 法)及び SG 法に加え、

被験者の負傷状態についてのイメージをより的確にす

るため、及び SG 法の試行の補助のために評点尺度法

（RS 法）を調査の 初に実施した。調査項目は表-1

の通りである。 
各手法の調査概要は以下の通りである。 

１）RS 法 
 被験者に死亡と７区分の負傷状態について順位付け

及び点数付けをしてもらい、順序関係及び死亡との代

替率を調査した。 
２）確率型 CV 法 
 交通事故により負傷する確率を下げるために必要な

保険に対する支払意思額を質問した。具体的には、あ

る確率で交通事故により瀕死状態となった場合に、

50%の確率で完治できる特別な治療法を受けるために

は事前に特別な保険に加入している必要がある状況を

想定してもらい、その保険に対する支払意思額を調査

した。 
３）非確率型 CV 法 
 交通事故により負傷した状態から、完全に回復する

ための特別な治療に対する支払意思額を質問する。 
４）SG 法 
 交通事故により負傷した場合に、確実にある負傷状

態となる通常治療に対し、成功すれば完治、失敗すれ

ば死亡する特別治療の成功確率が何％であれば特別治

療を受けるかを質問する。これにより、死亡との代替

率を調査する。この場合、ある負傷状態よりも死亡が

望ましく無いことが前提となるが、RS 法により死亡よ

りも望ましくないとされた負傷についてはその負傷と

死亡を入れ替えて質問した。また、後遺症の無い負傷

については、SG 法の実施が困難であるため実施して

いない。 
  

すべての調査において、被験者に負傷状態をより的

確に想像してもらうため、負傷状態を示す写真や後遺

症の程度と期間及び入通院の期間などが明記された 
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負傷カードを使用した。また、回答方式は支払いカー

ド方式である。 

 上記の調査後、設問の分かりやすさや、調査に関す

る意見等を聞くアンケートを行った。 

被験者数は第 1 回調査で合計 100 人、第 2 回調査で

合計 400 人とした。一つの調査項目で、第１回調査で

は 50 人分、第 2 回調査では 100 人分のサンプルが確

保できるように調査項目を割り振って調査を実施し

た。なお、被験者はインターネットモニタより抽出し

た。 
２．調査結果 

本調査で得られた結果は以下の通りである。 
１）確率型 CV 法における支払意思額と精神的損失額 

確率型 CV 法における支払意思額は、交通事故に

よる負傷確率に関係なく、負傷の重度にのみ選択さ

れているようである。 
また、同一の負傷状態について、負傷確率の削減

割合が異なる場合の回答に有意な差が見られるかを

確認するスコープテストの結果では、ほとんどの負

傷で負傷確率の削減割合の違いによって支払意思額

に有意な差が見られなかった。 
支払意思額を負傷確率の削減量で割り戻したもの

を死亡または負傷の精神的損失額と定義すると、精

神的損失額は、負傷確率の削減量が小さい｢心臓の損

傷｣等で非常に大きな値となった。 
これらは、被験者が微小な確率を的確に認識でき

ていないところから生じたものと考えられる。 
比較的負傷確率の大きい｢肋骨の３本骨折(後遺症

無し)｣や｢片足の打撲とすり傷(後遺症無し)｣につい

ては、スコープテストでも負傷確率の削減割合の違

いにより支払意思額に有意な差が見られる等、良好

な結果が得られた。 
２）SG 法による結果 
  比較的重傷の区分についての SG 法は、良好な結

果が得られた。 
ただし軽傷になるにつれ、変動係数が大きくなる

傾向が見られた。また、「右顔面の骨折」と「肋骨

３本骨折(後遺症有り)」については RS 法による結果

では明確に差が見られていたが、SG 法では中央値

に全く差が見られなかった。 
SG 法による調査は、既往研究 2)によると死亡との

状態の差が大きくなると過大評価になるとされてい

る。本研究においても、その傾向は見られ、「肋骨

３本骨折(後遺症有り)」及び「片足の打撲とすり傷(後
遺症有り)」については確率型 CV 法の結果と比較し

て過大評価となった。 
３）非確率型 CV 法による結果 

 非確率型 CV 法による調査結果は、変動係数も小

さく、比較的良好な値であると考えられる。しかし、

確率型 CV 法の結果と比較して、精神的損失額は大

きな値となった。 
 これは質問方法の違いや、確率型 CV 法が効用関

数を線形として精神的損失額を算出していることか

ら違いがでたものと考えられる。 
 
 これらの結果及び調査の実施を通して得られた知見

は以下の通りである。 
１）微小な負傷確率の変化(微小な削減される負傷確

率)に対し支払意思額を選択する必要がある場合、

確率型 CV 法は推計手法としての適用性は低い。 

２)負傷に伴う精神損失額の推計手法として、重篤度

の高い負傷については SG 法の適用性が高いと考

えられる。しかし、死亡との状態の差が大きい場合

は過大評価となるため、CV 法を適用することが望

ましい。 

３)現在の費用便益分析において使用されている死亡

の精神滴損失額、及び本研究における確率型 CV 法

による精神損失額は“負傷するリスクを減らすため

の支払意思額”から算出しているのに対し、本研究

における非確率型 CV 法“負傷状態から回復するた

めの支払意思額”を精神損失額としている。そのた

め、非確率型 CV 法の適用については、今後検討が

必要である。 

４)確率型 CV 法により推計を行う場合は、被験者の確

率に対する認識を高める工夫が必要である。確率に

対する認識を高める方法としては、ドット図の活用

が有効である。 

５)調査にあたっては、被験者一人当たりの設問数の

削減や、調査票の文章量の削減といった被験者の負

担軽減のための工夫が必要である。 

 

［研究成果］ 

 本研究では、交通事故による負傷に伴う精神的損失

額の推計手法について、その適用範囲や調査における

留意事項についての知見をとりまとめた。 

 

＜参考文献＞ 

 １）｢海外諸国における交通事故防止の社会的価値の

推計方法等に関する調査報告｣(平成 16 年 12 月 

国土交通省道路局・(財)道路経済研究所) 
２）例えば、｢The value of Preventing Non-fatal Road 

Injuries: Findings of Willingness-to-Pay National 
Sample Survey｣(1992.7 M. Jones-Lee, G. Loomes, 
D. O’Reilly. P.Philips) 
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交通事故対策マネジメントの高度化に関する検討 
Study on Improvement of Road Safety Measures in Hazardous Spots 

（研究期間 平成 16～21 年度） 
 
道路研究部 道路空間高度化研究室          室 長       金子 正洋 

Road Department                  Head        Masahiro KANEKO 
Advanced Road Design and Safety Division       主任研究官      中洲 啓太 
                          Senior Researcher  Keita NAKASU 
                                                    研究官          尾崎 悠太 
                                                    Researcher        Yuta OZAKI 
 

In order to promote road safety management based on scientific data, National Institute for Land 
and Infrastructure Management (NILIM) improved data items and way of updating of database through 
discussions with road administrators in regional offices. And NILIM also produced technical notes on 
road safety measures based on the analysis of database and requests of road administrators. 
 
［研究目的及び経緯］ 

 我が国の交通事故死者数は、近年減少傾向にあり、

平成 21 年には、57 年ぶりに 5 千人を下回っている。

一方で、平成 22 年 1 月には、内閣府特命大臣(中央交

通安全対策会議交通対策本部長)より、「平成 30 年まで

に年間の 24 時間死者数を 2,500 人以下とする」とい

った発言に対応して、今後、さらなる事故削減を実現

するためには、事故対策の経験を共有・蓄積し、それ

らを活かしながらスパイラルアップしていく事故対策

マネジメントの実践が重要である。 
 平成 21 年度は、地方整備局の事故対策担当者との

意見交換を行いながら、事故対策データベースの項

目・更新方法の改良、道路管理現場における事故対策

マネジメントを支援する技術資料の作成等を実施した。 
 
［研究内容及び成果］ 

１．事故対策データベースの改良 
（１）データ活用目的の整理 
 現在の事故対策データベースは、地方整備局等の事

故対策担当者が、対策立案時に道路条件等の箇所状況

に応じて、他の整備局等の対策事例を検索できる機能

を中心に構成されている。21 年度は、本省、地方整備

局、国総研等のそれぞれの立場からのニーズを抽出し、

事例検索のみならず、事故対策効果の広報、施策効果

の検証、事業の進捗管理、工種別事故削減効果等の対

策立案を支援する技術資料の作成等、表-1 のように、

活用する場面、立場の別に整理した。また、事故対策

データベースの活用目的に応じた具体的活用例（予算

資料・記者発表資料の作成、技術資料の作成）を地方

整備局の事故対策担当者に示し、今後、多様な活用を

していきたいとの意見を多く得た。 
 

表-1 事故対策データベースの活用目的 

活用場面 本省 地整・事務所

地方道路管理者

国総研

施策検討 箇所指定方法等 支援情報

分析・立案 対策検討
支援情報、技術支
援(走行実験等)

効果評価 施策効果 対策効果測定 工種別削減効果等

進捗管理 全国の進捗状況 管内の進捗状況

広報 マクロ効果 個別事業・対策効果 支援情報

活用場面 本省 地整・事務所

地方道路管理者

国総研

施策検討 箇所指定方法等 支援情報

分析・立案 対策検討
支援情報、技術支
援(走行実験等)

効果評価 施策効果 対策効果測定 工種別削減効果等

進捗管理 全国の進捗状況 管内の進捗状況

広報 マクロ効果 個別事業・対策効果 支援情報

 

（２）データベースの項目・更新方法の見直し 
 事故対策データベースの活用目的をふまえ、データ

ベースの必要項目及び更新方法を次のような方針で見

直した。 
① バス停の有無、通学路指定の有無、信号現示パ

ターン等、箇所固有の状況が支配的で、全国的

な分析で利用しづらい項目は削除。 
② 他の入力値を利用して計算可能な項目は、自動

的に計算されるよう変更。 
③ 交通挙動データ、アンケート結果等、必要に応

じて別途詳細調査を要する項目については、実

施の有無だけを記載するよう変更。 
④ 箇所 ID、交差点名、キロ程等、箇所概要に関す

る情報は、事故危険箇所の指定時の情報、セン

サスデータ等、既存のデータベースがある情報

については、あらかじめ一括入力し、道路管理

者の負担を軽減。 
⑤ 分析の基礎となる事故データは、入力漏れ、エ

ラー等が起こらないよう、国総研の業務の中で

131



一括して入力するよう変更。 
 
（３）データベース関連マニュアルの充実 
 全国の事故対策に関するデータが集約される事故対

策データベースを用いて算出される各種対策工種毎の

事故削減効果に関する情報は、道路管理者にとって最

も重要な情報の一つであるため、データの信頼性、有

効性を高めるため、対策工種入力上の留意点を整理し、

データ入力を行う全国の担当者に周知した。代表的な

留意点は以下の通りである。 
① 交差点改良、交差点コンパクト化、車線拡幅等、

工種の選択に個人差が生じやすい項目について、

定義を明確化。 
② ランブルストリップス、車線のカラー化と標識

との連携等、従来、その他の扱いとなっていた

工種のうち、効果分析のニーズの高い工種につ

いては、対策工種の記載を推奨。 
２．事故対策マネジメントを支援する技術資料作成 
（１）対策メニュー選定のポイント(案)の作成 

事故対策データベースを活用して算出した代表的な

対策工種毎の事故削減効果をふまえ、対策が必要とさ

れる箇所毎に多く発生する事故類型に応じて、「対策に

あたっての着眼点の例」、「対策メニューの例」、「対策

にあたっての一般的な留意点等」を、対策立案時の思

考過程に沿った形で整理し、「対策メニュー選定のポイ

ント（案）」（図-1 参照）としてとりまとめた。 
 なお、対策メニュー選定のポイント（案）の作成に

あたっては、地方整備局の担当者等と繰り返し意見交

換を行った。「対策により事故が増えてしまった失敗事

例に学びたい」、「公安委員会の対策についても紹介し

て欲しい」等、多くの意見が収集されたため、これら

の意見について、可能な限り、対策にあたっての一般

的な留意点等として、整備局のニーズに応える情報を

記載するとともに、22 年度以降、引き続き国総研が作

成する技術資料にも反映していく予定である。 
（２）さらなる事故削減に向けた検討 

 平成 30 年を目処に死者数の半減を目指す目標に対

応して、事故対策により着実に効果を上げていくこと

が重要である。様々なデータに基づく分析により、さ

らなる事故削減に向けて参考となる情報を提示した。 
①連続的に存在する事故危険箇所への対応 
 追突をはじめ、事故削減効果が現れにくい箇所は、

連続して存在することが多い。追突対策としての路面

表示を連続的に実施した箇所で、比較的効果を上げて

いる例（写真-1 参照）を用いて、特定箇所だけでの対

策にとらわれないことの必要性を現場の事故対策担当

者に紹介した。 

②副作用等の事例を整理 
対策の効果が充分にあがらなかった事例に学びたい

という現場の声をふまえ、事故対策データベースを用

いて、着目事故類型は減少傾向にあるものの、その他

の類型事故が増加傾向にある例を紹介し、全体として

の事故件数を減らしていくための留意事項を示した。 

１．正面衝突
事故の特徴

　正面衝突事故は、山地部等の道路で、速度が出やすく、見通しが悪い曲線区間での発生が多い。重大

事故に至る割合が高い。

対策にあたっての着眼点の例

対策にあたっての一般的な留意点等

【物理的分離】　車線を分離し、逸脱を防止

【挙動の改善】　横滑りの防止

　　　　　　　　　　走行位置の適正化（注意喚起）

　　　　　　　　　　走行位置の適正化（進行方向明示）

　　　　　　　　　　速度の抑制

【認知の支援】　視認性の向上

・上記対策は、必要に応じて、組み合わせて実施することが考えられる

・中央帯設置等、車線を分離することにより、車両速度が上昇し、追突事故等が増える場合があり、状況に応じ、
速度抑制策との併用が必要

・山地部等の広範囲で起こりうるため、重大事故発生箇所だけにとらわれない視点も必要

対策メニューの例

中央帯（分離帯、ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ、道路鋲、ﾁｬｯﾀｰﾊﾞ ）ー*

滑止め・排水性舗装、線形・勾配改良、

ランブルストリップス**、

視線誘導標、外側線明示、

減速路面表示、カラー舗装、看板、

線形・勾配（視距）改良

* 事例1-1　** 事例1-2

 

1

正面衝突（単路） 対策メニュー：中央帯設置

単路/山地 日交通量：24,077台

対策後（H17～18）：0.50件/年

中央帯設置
（ポストコーン）
【H16実施】

対策前の状況 対策の内容

対策前（H8～11）：2.00件/年

前方の線形を確認できないまま速度超過で曲線区間へ進入す
るため正面衝突事故が多発。

中央帯設置：車線逸脱を回避するため中央帯設置（ポ
ストコーン）。舗装改良（排水性舗装、カラー化）も実施。

中央帯の設置により、物理的に車線逸脱を回避

事例 1-1

 

図-1 対策メニュー選定のポイント(一部抜粋) 

「追突注意」

「追突注意」

 
写真-1 連続的に実施した追突対策の例 
表-2 防護柵設置箇所の事故件数変化 

単路 交差点

人対車両 追突 人対車両 左折時

対策前(H8～11） 3.3件/年 4.0件/年 11.8件/年 9.3件/年

対策後（H16～18） 1.0件/年 9.5件/年 6.7件/年 16.0件/年

単路 交差点

人対車両 追突 人対車両 左折時

対策前(H8～11） 3.3件/年 4.0件/年 11.8件/年 9.3件/年

対策後（H16～18） 1.0件/年 9.5件/年 6.7件/年 16.0件/年  
［成果の活用］ 

 平成 21 年度に作成した技術資料「対策メニュー選

定のポイント（案）」を用いた事故対策マネジメントの

実施状況をみながら、全体として事故削減効果をさら

に高める箇所抽出手法や対策手法を提案していく予定

である。 
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科学的分析に基づく生活道路の交通安全対策に関する研究 

 Research on traffic safety measure of community road based on scientific analysis 
（研究期間 平成20年度～） 

 道路研究部 道路空間高度化研究室        室  長     金子 正洋 
                                     主任研究官    中洲 啓太 
 

［研究目的及び経緯］ 

 国道、都道府県道をはじめとする幹線道路においては、交通事故統計データ（事故原票に関するデータ）、道路交通セ

ンサスデータ（交通量、道路の構造等に関するデータ）を統合したデータベース（交通事故統合データベース）を整備し

ており、データを利用した事故危険箇所の特定、事故要因の分析等の科学的分析を行い、交通安全対策に活用する仕組み

が確立している。一方で、幹線道路の 5倍以上の延長を有する生活道路においては、対策に必要なデータが整備されてお

らず、対策の実施にあたっては担当者の経験に拠るところが大きいのが実情である。このため、生活道路において、より

効果的・効率的に削減するためには、個別の対策を実施するにあたって科学的分析に基づく立案、評価を行う仕組みを構

築する必要がある。 

平成21年度は、近年、タクシー、物流トラック等で急速に普及しているドライブレコーダの記録データから、安全対策

に必要となるヒヤリハット情報を効率的に抽出する手法を検討した。検討の結果、ヒヤリハットに関するデータと段差通

過時の振動により記録されたヒヤリハットと無関係のデータとで、速度、加速度等の波形特性が異なることを利用するこ

とにより、簡単な抽出ロジックでも、ヒヤリハットの割合を８割程度以上に高めることが確認できた。これにより、道路

管理者は、記録映像の確認作業をせずとも、生活道路の安全対策時の危険箇所抽出や対策後の効果測定に、ドライブレコ

ーダの記録データを十分活用しうることを確認した。また、科学的データから得られる知見を全国の道路管理者が広く利

用できる「生活道路におけるヒヤリハット事例集」を作成するため、生活道路において発生の多いヒヤリハットを10種類

程度に類型化した。 

 

我が国における交通安全施策における統計データ分析 

Statistical Data Analysis for Traffic Safety Measures in Japan 
（研究期間 平成16～22年度） 

 道路研究部道路空間高度化研究室 室 長 金子 正洋 
 主任研究官 池原 圭一 
 研究官 尾崎 悠太 
 
［研究目的及び経緯］ 

平成 21 年の交通事故死者数は 4,914 人となり、57 年ぶりに 4,000 人台まで減少しているものの、いまだ多くの尊い

命が失われている。このうち高齢者が関わる交通事故などは他の年齢層と比較すると減少率が緩やかであり、交通事故

の発生状況に応じた交通安全施策を検討する必要がある。本研究では、近年の交通事故発生状況の傾向・特徴をもとに

した交通事故削減のための課題の抽出、抽出された課題を道路交通安全施策へ反映する方策について検討するため、主

に近年の交通事故発生状況の傾向・特徴に関して、交通事故のデータベースなどをもとに分析を行った。 
その結果、生活道路は幹線道路と比較して死亡事故の減少率が小さいこと、幹線道路では高齢者・歩行中の死者数が

多く、生活道路の市街地（人口集中地区）では高齢者・歩行中や高齢者・自転車乗車中の死傷者数が多く特に自宅から

近い場所で多いことことを把握した。また、全事故件数の１／３を占める追突事故は、混雑度や交差点密度が高いほど

事故率が高くなること、歩道、防護柵及び排水性舗装の設置前後において、本来期待した重大な事故については減少す

るものの、追突に関しては微増あるいは増加することを確認した。 
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道路対策による事故削減効果の算出手法の検討 

 Study on Traffic Accident Reduction Effect by Implementing Road Safety Measures  
（研究期間 平成16年度～） 

 道路研究部 道路空間高度化研究室                     室  長     金子 正洋 
                                      主任研究官    中洲 啓太 
                                      研究官      尾崎 悠太  
 
［研究目的及び経緯］ 

 日本国内における交通事故による死傷者数及び死者数については、近年減少を続け、2008年では死傷者数で年間95

万人、死者数で5,155人となり、第8次交通安全基本計画において平成22年までの目標として掲げていた年間の死傷者

数100万人以下、死者数5,500人を2年前倒しで達成することができた。また、2009年には死者数が4,914人と5,000

人を下回る結果となった。しかし死傷者数については91万人と、依然として多くの国民が交通事故の犠牲となっている

ことから、全国の道路管理者は､交通事故の削減に向けた取り組みを一層強化する必要がある。そのためには、これまで

の交通事故対策の結果から得られる対策の効果を分析し、得られた成果を今後の交通事故対策に役立てることが有効で

ある。 

本研究では、各交通事故対策が事故発生状況にどのような影響を及ぼすかを明らかにするため、事故対策データベー

スから得られる情報を整理すると共に、現地調査を実施し、調査結果をとりまとめて現場での交通事故対策検討の参考

となる技術資料を作成した。 

 

路面表示の設計方法に関する調査  
Study of Method of Designing Road Marking for Road Safety 

（研究期間 平成21～22年度） 

 道路研究部 道路空間高度化研究室     室  長  金子 正洋 
        研 究 官  蓑島  治 
 
［研究目的及び経緯］ 

交通事故防止を目的として設置される法定外路面表示（以下「路面表示」という。）については、設計に当たっての体

系的な考え方が取りまとめられていない。一部の道路管理者においては独自の検討を実施し、設置箇所の課題に応じて

工夫した路面表示を設置している事例は見られるものの、多くの道路管理者においては既存の知見の少ないなか、設計

に苦慮している。本研究では、全国の路面表示設置事例から、交通の課題に適切に対応した事例を収集し、各事例にお

いて事故削減効果を詳細に分析したうえで、明確な根拠に基づく設計の考え方や留意点を取りまとめる。 
平成 21 年度は、事故対策データベースなどを用いて 100 事例程度を収集し、路面表示のパターンや設置位置、道路

交通状況、沿道状況別に分類整理した上でその効果をマクロ的に分析した。また、効果の高い 20 事例程度について、

ドライバーからの見え方等に着目した詳細調査を行うと共に、道路管理者に対して設計の考え方に関するヒアリング調

査を実施した。その結果、多車線道路においては路面表示のパターンを複数組み合わせて設置すると効果が高いことや、

路面表示の設置位置については自動車の制動距離を考慮し、事故多発ポイントから上流側にある程度離れた位置に設置

すると効果が高いことなどを把握した。 
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安全・安心な自転車走行空間に関する検討 

Research of Safe and Secure Bicycle Space 
（研究期間 平成20～23年度） 

 道路研究部 道路空間高度化研究室                     室   長   金子 正洋 
                                      主任研究官   本田  肇 
                                      研 究 官   蓑島  治 
 

［研究目的及び経緯］ 

 環境問題や健康に関する関心の高まり等から自転車利用が盛んになってきている。しかし一方、最近 10 年間で自転

車対歩行者の死傷事故件数が大幅に増加する等自転車に関する問題も明らかになってきている。そこで、警察庁と国土

交通省は、2008 年 1 月に自転車通行環境整備モデル地区として全国 98 地区を指定し、自転車走行空間の確保に努める

こととしている。 
本研究では、これらモデル地区等での自転車走行空間の整備、その後の走行空間のネットワーク化及びそれらの全国

展開を支援するため、現行の法令等に基づき、机上での検討により交差点部を中心とした自転車走行空間の設計のポイ

ントを整理するとともに、現地における社会実験や自転車関連交通事故分析等を通して、より安全・安心な自転車走行

空間の検討を行うこととした。 

平成21年度は、机上での検討により設計のポイントを作成し、各モデル地区担当者に周知するとともに、今後更に全

国の現場で有効活用されるものとするため、３箇所において地方整備局等が実施する社会実験にあわせ、自転車走行特

性や交通安全施設の設置効果等について調査分析を実施し、その結果、比較的評価の高い案内誘導方法等について知見

を得ることができた。 

 
 

面的交通安全対策対象地区における効果的交通事故削減手法の検討 

Research of Effective Safety Measures in the Area with Higher Risks of Traffic Accidents 
（研究期間 平成21～22年度） 

 道路研究部 道路空間高度化研究室                     室   長   金子 正洋 
                                      主任研究官   本田  肇 
                                      研 究 官   蓑島  治 
 

［研究目的及び経緯］ 

 警察庁と国土交通省は、交通事故の多い外周道路とそれに囲まれるエリアを「あんしん歩行エリア」として指定し、

5 カ年に亘り交通安全対策を実施してきた。しかしながら、近年交通事故は減少傾向にあるものの、幹線道路・非幹線

道路別に交通事故の削減状況を見ると、幹線道路の方がより交通事故を削減できており、非幹線道路における交通事故

発生件数のウェイトが年々大きくなってきている。 
そこで、本研究では、地方公共団体等が面的交通安全対策を効果的かつ効率的に進めるための手引き案を作成するこ

とを目的として、交通事故削減に直接寄与すると考えられる自動車走行速度を低減させるための効果的な物理的デバイ

スの設置手法を中心に検討を行うこととした。 
平成 21 年度は狭さくとシケイン・スラロームといった物理的デバイスに着目し、その形状や配置状況により、自動

車走行速度等の走行特性にどのような変化があるのか、全国 30 箇所において調査分析を行った。 

 その結果、狭さくの幅や長さ、シケイン・スラロームの道路幅員に対するフォルト幅の比率等と自動車走行速度に相

関が見られ、比較的速度抑制に効果の高い形状を把握することができた。 
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ヒューマンエラーに着目した事故要因分析手法の現場への適用検討 

 Research on Analysis Technique of Accident that pays attention to Human-Error 
（研究期間 平成20年度～） 

 道路研究部 道路空間高度化研究室                     室  長     金子 正洋 
                                      主任研究官    中洲 啓太 
                                      研究官      尾崎 悠太  
 
［研究目的及び経緯］ 

幹線道路における交通事故は、特定の箇所に集中して発生する傾向がある。道路管理者はそのような箇所から重点的に対

策を実施する箇所を事故危険箇所として指定し、事故対策を実施してきた。この事故対策が寄与し、現在では交通事故件数は

減少傾向にあるものの、依然として交通事故による死傷者数は年間 91 万人近く存在し、今後も継続した事故対策が必要である。

交通事故が集中して発生する箇所の中には、従来の経験的な事故要因分析手法及び対策手法だけでは十分に対応出来ず、

対策の実施に苦慮する箇所も見られる。継続した事故対策の実施のためには、このような箇所においても対策に着手する必要

があり、対策の実施のための新たな事故要因分析手法及び対策手法の開発が必要である。 

そこで国土技術政策総合研究所では、現場におけるより効率的な事故要因分析手法として、アイマークレコーダーを

活用した走行実験による事故要因分析手法を開発しているところである。 

本研究では、走行実験による事故要因分析手法の確立を目指し、現地での試行を行い走行実験による手法の特徴を整

理した。また、走行実験の新たな活用方法として、事故対策案の検証手法の試行を行った。 

 

沿道のコミュニティに着目した道路機能の評価手法に関する研究 

 Research on evaluation method for Effect of community of road maintenance 
（研究期間 平成20～22年度） 

 道路研究部 道路空間高度化研究室        室  長     金子 正洋 
                                     主任研究官    中洲 啓太 
                                     研 究 官     蓑島 治 
 

［研究目的及び経緯］ 

 道路空間は、人々の移動や物流を支える機能を有する一方で、ライフライン収容機能や防災機能など多様な機能を有

する。近年では道路空間を活用して、地域活性化や生活環境改善等の様々な目的でまちづくりが進められつつあり、こ

のような活動は、住みやすく活動しやすい都市空間を維持するために重要であり、道路空間の一つの機能といえる。 

本研究では、道路空間を有効活用してまちづくりを行っている事例を収集し、その効果を多様な観点から整理すると

共に、それらの施策を実施する上での住民合意形成等のノウハウを収集する。更にはそれらの結果を事例集として取り

まとめることにより、他の地域において実施する施策に有効に活用していただくことを目的としている。 

 平成21年度は、主に観光産業中心の地方都市における地域活性化や景観性の向上を目的とした施策に着目し、施策実

施上のノウハウや、その効果について文献調査及び行政・住民へのヒアリング調査を行い整理した。その結果、住民の

感じる効果として、自主的なまちづくり意欲の向上や、人々の交流の増加などの多様な効果を抽出することができた。

また、過年度に調査した事例の結果も含め、事例集の素案として取りまとめた。 
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建築基準の運用状況の実態把握等に関する基礎的研究 
Basic study for a building code implementation 

 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
建築研究部     部  長  西山 功 
Building Department    Director  Isao NISHIYAMA 
建築研究部 基準認証システム研究室  室  長  高見 真二 
Standards and Accreditation System Division Head  Shinji TAKAMI 
      主任研究官  井上 波彦 
        Namihiko INOUE 
      主任研究官   石原 直 
                                 Tadashi Ishihara 
                                                 研究官      高木 智子 
                                                                 Tomoko Takagi 
            
For developing a rational building code, it is basically important that to investigate the actual situations 
of building code implementation on building practice. This study worked on a survey of collecting a 
request on building code amendment from private sectors, and analyzes those contents continuously.  
 

［研究目的及び経緯］ 

本研究は、平成 19 年から施行されている改正建築基

準法、住宅品質確保法等の最近の改正法令基準の運用

状況について課題の把握、分析等の基礎的な研究を行

うものである。具体的には、改正法の技術基準の内容、

運用について、実務者からの改善提案等を受け付け、

課題を収集・把握するとともに、本省住宅局、（独）建

築研究所、建築行政会議、民間機関等と協力して平成

20 年度に発足させた「建築技術基準・運用調査委員会」

において、それら課題等を含めて技術基準及びその運

用に関するレビュー等を実施した。さらに、そこでの

議論等を踏まえ、一部技術基準の見直し原案等の検討、

作成等を行ってきたものである。 

［研究内容］ 

 建築基準法、住宅品質確保法等の技術基準に関する

実務界からの改善提案について、関係団体の協力を得

てHPで受け付けた69件の提案について検討を行った。 

 69 件の内訳として、建築基準法については、構造基

準関係で 13 件、防火基準関係で 30 件、環境設備関係

8 件の提案を収集し検討を行った。 

 また、住宅品質確保法については、火災関係 2件、

劣化対策関係 5 件、維持管理関係 1件、光視環境関係

4 件、高齢者対策関係 4件となっている。 

 これらについて、国総研内部の他の研究者の協力を

得て内容を確認するとともに、関係機関の意見等を聴

取し、見直し案を検討している。 

［研究成果］ 
 以下、H22 年 3 月末時点での検討項目、検討状況を

示す。 

① 建築基準法関係 

「薄板軽量形鋼造の階数制限緩和」概ね検討終了。 

「薄板軽量形鋼造耐力壁に関する提案」概ね検討終了。 

「薄板軽量形鋼造の耐力壁の実験による性能確認に基

づく適用除外規定の追加」概ね検討終了 

「システムトラス告示の適用範囲」概ね検討終了。 

「枠組壁工法における MDF 仕様の追加」継続検討中。 

「枠組壁工法に用いる床根太、天井根太に関する検討」

継続検討中。 

「木質プレハブ工法の構造計算検討」継続検討中。 

「ガラスを構造用面材として用いた木造軸組耐力壁に

ついて」継続検討中。 

「クロスラミナパネル（製材ひき板を繊維方向に直行

し接着積層したパネル）に関する検討」継続検討中。 

「木造住宅の布基礎の補強筋の緊結方法の具体的な記

述」概ね検討終了。 

「木造住宅用接合金物の使い方」継続検討中。 

「設計検証法と国際規格の整合検討」継続検討中。 

「ポリカーボネート屋根に関する検討」概ね検討終了。 

「37 条の指定建築材料（レミコン）におけるエコセメ

ント除外について」概ね検討終了。 

「避難安全検証法の火源設定」継続検討中。 

「避難安全検証法の煙降下時間（4 件）」継続検討中。 

137



「小規模居室等を対象とした居室避難安全検証法の一

部見直しについて」継続検討中。 

「第 2種排煙設備の見直し（6件）」継続検討中。 

「非常用エレベーター昇降ロビーの排煙設備につい

て」継続検討中。 

「無耐火被覆 CFT 柱を用いた建築物の主要構造部の構

造方法に関する提案」継続検討中。 

「デッキプレートとコンクリートの合成スラブの耐火

性能検証法の提案」継続検討中。 

「耐火性能検証法における鉄骨造柱・はりの限界部材

温度算定式の改定提案と鋼材の高温時品質確認方法提

案」ほぼ検討終了。 

「防耐火関連規定における薄板形鋼造の取扱い明確

化」ほぼ検討終了。 

「合成スラブ耐火認定方法」継続検討中。 

「準耐火性能に関する軒天井材（ボード）と換気材と

の組み合わせについての検討」継続検討中。 

「耐火建築物の外壁に有機系外断熱材を施す場合の延

焼拡大防止性能基準について」継続検討中。 

「準耐火構造の屋根の構造方の一部変更」継続検討中。 

「トップライト（排煙形）・スモークハッチの 30 分耐

火性能の認定取得について。」継続検討中。 

「耐火構造の屋根に用いる防水材」継続検討中。 

「不燃木材に関する評価業務方法書改善」継続検討中。 

「エスロン耐火 VP パイプの換気用途への変更につい

て」継続検討中。継続検討中。 

「防火区画を形成する構造及び区画貫通処理について

（2件）」継続検討中 

「シックハウス対策に関する国土交通省告示改善提

案」ほぼ検討終了。 

「かご戸ロック装置をつけたエレベーターの検討」継

続検討中。 

「段差昇降機に関する規定の改善（3件）」継続検討中。 

「小規模共同住宅用エレベーターの積載量について」

継続検討中。 

「乗り場戸の鍵の共通化について」継続検討中。 

「学校に設けるエレベーター仕様」継続検討中。 

「アルミニウム合金造の関連規定について（4件）」継

続検討中。 

「ガラス帳壁の固定方法について」検討終了。 

「木造壁量計算における壁長 45cm 程度の壁の壁倍率

設定について」検討終了。 

② 住宅品質確保法関係 

「（防火）天井高４ｍ以上の居室感知器」継続検討中。 

「（防火）ハーフ PC 板床スラブのバーサポート材質と

かぶり厚さ規定の新設」継続検討中。 

「（劣化対策）基礎ぐいの適用除外の明確化」継続検討

中。 

「（劣化対策）外壁軸組み等に対する措置」継続検討中。 

「（劣化対策）土台の樹種について」継続検討中。 

「（劣化対策）浴室等の防水措置について」継続検討中。 

「（劣化対策）床下防湿措置について」継続検討中。 

「（維持管理）共用排水管の横主管の規定」継続検討中。 

「（光・視）選択項目化」ほぼ検討終了。 

「（光・視）単純開口率」の表示方法基準の見直し」ほ

ぼ検討終了。 

「（光・視）方位別開口比の見直し」ほぼ検討終了。 

「（光・視）単純開口率算定方法変更」ほぼ検討終了。 

「（高齢者対策）等級表示細分化（2件）」継続検討中。 

「（高齢者対策」における玄関外側の高低差に関する基

準について」継続検討中。 

「（高齢者対策）手すりの評価方法の変更」継続検討中。 

以上のとおり、継続検討中の課題が多く、引き続き、

調査検討を継続する必要が生じている。 

［成果の発表］ 

検討成果については、本省に検討結果を通知すると

ともに、検討状況も含め関係団体の HP に掲載している。 

［成果の活用］ 

 成果は、建築基準法の技術基準（主として告示）

及び住宅品質確保法の表示基準、評価基準等に反映

することとしている。 

 こうした民間の基準改定に対するニーズ等を継続

的に把握し、そのフォローを行うことは、国総研の

活動として強く期待されているところであり、今後

とも、継続して（H22 からは同タイトル（その２）

として）実施していくこととしている。 

 

(独）建築研究所

本省

社会資本
整備審議会

等

本省

国総研

建研

地方
公共
団体

民間
・

大学

個人

審査
要領

政令
省令
告示

法律

技術的
助言

解説
Q&A

建築技術基準・制度運用 調査委員会

解説書･Q&A等の作成

個別基準・制度運用課題の調査検討

事務局：(財)建築行政情報センター

国土技術政策総合研究所

技術基準等見直し原案の作成

提案整理･データ収集 見直し原案等の作成 最終案作成見直し提案 成果

コンタクトポイント
民間等の基準見直し
提案受付・整理業務

日本建築行政会議 ・ 学識経験者 ･ 民間団体 （JSCA、事務所協会）等

見直し案の作成

建築基準･制度運用の継続的検討フロー・体制

調査
成果

課題提示・
補助金・
技術指導

国交省

実施機関
大学・民間企業等

民間による基準整備
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ポイント
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国交省
等から
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し提案

国交省における
提案整理・データ収集

検討要請

検討参加

検討
成果

（参考）技術基準のフォロー体制（～H21 年度） 
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浮き上がり活用型制振架構形式の展開に関する基礎研究 

Basic Study on Development of Structural Systems Utilizing Uplift Responses of Buildings 
  

（研究期間 平成21年度～） 

 建築研究部 基準認証システム研究室    主任研究官 石原 直 
   構造基準研究室     室   長 小豆畑達哉 
 
［研究目的及び経緯］ 

 安全・安心な建築構造を簡易かつ安価に実現する構造方法の１つとして浮き上がりを許容した架構形式が考えられる

が、建築構造の設計においてその学術的・技術的な資料は必ずしも十分に整備・提供・反映されていない。また、危険

性のみが強調されるあまりそのメリットを活かせないままとなっており、科学的・工学的な検討が必要となっている。 

従来の浮き上がりに関する研究の多くは我々のものを含め、基礎や柱脚等の建築物基部において浮き上がりが生じる

場合を取り上げている。この成果に基づく場合、適度な塔状比が要求されるほか、基部周りに設計上の制約が出る可能

性がある。また桁行方向は通常多スパンとなるため、張間方向と同等の応答低減効果を得ることは難しい。そこで本研

究では浮き上がり位置の調整や多スパン構造に適応した浮き上がり活用型制振架構形式を提案し、その基礎的な振動特

性や応答低減効果を明らかにすることを目的としている。 

平成21年度は中間層免震に類似の中間層で浮き上がりが生じる構造を主対象として、振動特性に関する理論的な解析

及び地震応答に関する模型振動台実験を行った。その結果から特に2次モードによる振動が顕著となること等の振動特

性を明らかにするとともに、応答低減効果の度合いを把握した。 

 

建築物の適法性検査等の信頼性向上に資するマネジメントシステムに関する研究 

Study on a management system for improving a reliability of building code inspection 
 

（研究期間 平成20～22年度） 
 建築研究部                            部  長      西山 功        

建築研究部 基準認証システム研究室     室  長      高見 真二 
            
［研究目的及び経緯］ 

建築物の適法性を検査する施工時の中間・完了検査、使用時の定期調査・検査、違反パトロール等においては、現場

において、目視、測定等により確認を行っているところであるが、建築主事等の検査者が施工期間中常駐して検査を行

うことはあり得ず、また建材の加工工場等で適法性に係る加工が行われるケースもあることなどから、工事監理者の報

告その他の報告書等によって確認することも一般に行われている。これら検査の中では、定期調査・検査制度における

検査事項等及び報告様式の告示が平成20年3月に改訂されたが、中間・完了検査においては検査方法等が具体に示され

ていない。本研究はこれら検査が、適法性確保に係る信頼性を向上するために必要な実施体制、実施手順、記録の作成

等のマネジメントのあり方について、調査、研究するものである。 

平成 21 年度は、前年度に引き続き、鋼材の品質証明方法に関する提案の整理を行うとともに、各種建材の性能表示

状況等に関する調査を行った。 
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建築物の構造安全性能検証法の適用基準の合理化に関する研究 
Research on Rationalization of Application Standards for Safety Verification Methods 

of Building Structures 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
建築研究部 構造基準研究室 室長 小豆畑 達哉 
Building Department Head Tatsuya AZUHATA 
Structural Standard Division 
建築研究部 基準認証システム研究室 主任研究官 井上 波彦 
Building Department Senior Researcher Namihiko INOUE 
Standards and Accreditation System Division 

 総合技術政策研究センター 評価システム研究室 室長 槌本 敬大 
Research Center Head Takahiro TSUCHIMOTO 
for Land Construction Management 主任研究官 喜々津 仁密 
Evaluation System Division Senior Researcher Hitomitsu KIKITSU 

 
This study aims to rationalize application standards for verification methods of building 

structures. Redundancies which should be included in them were mainly investigated by reliability 
analyses and code calibrations using case study models for reinforced concrete structures and timber 
structures. 
 
［研究目的及び経緯］ 

建築構造基準の性能規定化の必要性及び重要性が

指摘されてから久しい。建築基準法令においては、平

成 10 年に性能規定化のための改正が行われ、改正基

準が平成 12 年より施行されている。この際、建築構

造性能をより直接的に評価するための限界耐力計算が

法的に位置付けられた。限界耐力計算を用いる場合に

は、一部の仕様書的な規定を適用除外と出来る等、性

能規定化により構造設計の自由度が高まったが、一方

で、恣意的な解釈を生む余地も生じた。平成 17 年の

構造計算図書偽装問題は、基準の性能規定化が直接的

な原因となった訳ではないが、性能規定化の流れの中

で設計者判断に任される範囲をより広く認める風潮が

高まった結果、設計者の「勝手な」あるいは「いかさ

まな」基準の適用を許してしまった、という面も否め

ない。構造計算図書偽装問題を受けた平成 19 年の建

築基準法令の改正では、基準の適用及び確認審査等の

運用が、より厳格化されることとなったが、これによ

り建築生産に影響を与えるほど、確認審査手続き等が

煩雑化し、一時は社会問題としてマスコミ報道等でも

大きく取り上げられたことは記憶に新しい。現時点に

おいては、基準法改正により新たに設けられた構造計

算適合性判定等の諸制度の運用が円滑化され、確認審

査に要する期間はかなり短縮されているが、構造基準

適用の自由度に関しては、構造計算図書偽装問題の余

波を受け、依然、硬直化した状況にあると言える。ま

た、基準改正時での構造基準適用の検討において、基

準法令に位置づけられた保有水平耐力計算、限界耐力

計算、時刻歴応答計算等、各種計算法で要求水準が必

ずしも一致していない、という問題が顕在化したが、

この問題も未解決のまま残されている。以上のような

背景の下、本研究では、各種計算法の背景にある余裕

度や安全率について調査、検討を行い、これらを合理

的に設定できるようにすることで、恣意的判断や過剰

設計を排除し、もって構造設計に自由度を確保できる

ようにすることを目指すこととした。 

［研究内容］ 

 本研究では、具体的に以下の課題に取り組んだ。 

(1) 余裕度の定量化に関する検討 

中低層規模の建築構造性能の検証において、これま

で最も使用実績を有すると考えられる保有水平耐力計

算の背景にある余裕度を、保有水平耐力計算により設

計された建築物モデルに関する、時刻歴応答解析を用

いた信頼性解析により検討する。次に、限界耐力計算

で保有水平耐力計算と同等の信頼性が確保されるよう、

限界耐力計算を構成する各種係数の安全率設定につい

て検討を行う。 

(2) 試設計モデルの作成と解析による各種構造計算法

の要求水準の実態把握 

 鉄筋コンクリート造及び木造について、試設計モデ
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ルを数種類作成し、各種構造計算法による計算結果の

相互比較や計算仮定の設定条件に応じた計算結果のば

らつき程度の調査を行う。 

［研究成果］ 
(1) 余裕度の定量化に関する検討 

 建築構造物の非線形地震応答を等価線形化法により

評価することで、静的問題の信頼性解析に多用される

2 次モーメント法の適用が容易になることを示し、こ

れにより必要余裕度の定量化を試みた。例えば、曲げ

破壊する鉄筋コンクリート部材において、限界変形角

が平均値で 1/50 としても、せん断破壊発生の確率を考

慮すると、設計用限界変形角は 1/70 程度に設定するこ

とが妥当となる等の結果が得られた 1)。また、このよ

うな信頼性解析によって、時刻歴応答解析を利用した

より高コストな信頼性解析とほぼ同程度の破壊確率を

得ることができることを示した。なお、信頼性解析の

対象は保有水平耐力計算により計算された試設計モデ

ルとしており、地震調査研究調査本部により公表され

ている地震ハザードを用いた場合に、東京中心部で 50

年での破壊確率は 1-3%程度となって、概ね許容範囲に

収まることを示した。 

(2) 試設計モデルの作成と解析による各種構造計算法

の要求水準の実態把握 

(a) 鉄筋コンクリート造 

(a-1) 偏心の評価について 

 連層耐力壁を有する鉄筋コンクリード造の無偏心の

基本モデルに対し、壁を 3通りに偏在させた偏心モデ

ルを作成し、偏心率算定に係る計算条件をパラメータ

とした場合の計算結果に与える影響を検討した。この

検討により、保有水平耐力の計算を立体解析で行って

も、偏心率に応じた Fe 値による耐力割増が必要なこと、

平面と立体解析による偏心率の差異は、構造物全体の

安全性検証にはあまり支配的なものにはならないこと、

基礎ばねの設定方法によって偏心率が大きく変動する

こと等を明らかにした。 

(a-2) 基礎ばね特性の評価について 

 鉄筋コンクリート造の試設計モデルを作成した上で、

基礎ばね特性の評価方法の差異が Ds 値に与える影響

を、一貫処理プログラムを用いて把握し、構造安全性

の検証において、基礎ばねを考慮する場合の留意事項

等を明らかにした。 

(b) 木造 

(b-1) 各種検証法の適用により確保される耐震余裕度

について 

木造の構造安全性検証に使用される以下の 4 つの方

法に基づき、2 階建て及び 3 階建ての木造軸組構法建

築物の試設計モデルを 8タイプ作成した。 

① 壁量計算(令第46条) 

② 許容応力度計算(令第82条) 

③ 限界耐力計算(令第82条の5) 安全限界変形角1/20 

④ 同上、安全限界変形角 1/30 

 これらについて、時刻歴地震応答解析による詳細な

倒壊解析を行い、各検証法により確保される耐震余裕

度(限界入力倍率)を算出した。図 1は倒壊解析に用い

た解析モデルの構成である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 解析モデルの構成 3) 

 

解析の結果、2階建てモデルより、3階建てモデルの方

が、余裕度が少なくなり易い傾向が有ること等 3)を明

らかにした。なお、本検討は、外装壁の影響、検証法

と接合部仕様の組合せ等も考慮に入れて行っている。 

(b-1) 各種検証法の適用により確保される耐風余裕度

について 

 地震荷重に対する場合と同様に、風荷重に対しても、

各種検証法により確保される耐風余裕度(限界入力倍

率)を算出した。余裕度に関し、地震荷重に対する場合

とほぼ同様の傾向となることを明らかとした。 

［成果の発表］ 
下記の他に、建築学会等で順次発表する予定である。 

1) 小豆畑：等価線形化法を用いた建築構造物の簡易な

耐震信頼性解析手法の検討、日本建築学会大会学術

講演梗概集 B-1、pp.21-22、2008.9. 
2) 小豆畑ほか：偏心率規定により確保される壁の偏在

した建築物の耐震性能に関する検討 その 1-その 3、
日本建築学会大会学術講演梗概集 B-2、pp.785-790(3
編分)、2009.8. 

3) 槌本ほか：構造性能検証法に応じた木造軸組構法建

築物の耐震性能余裕度に関する研究 その 1-その 2、
日本建築学会学術講演梗概集 C-1、pp.203-206(2 編

分)、2009.8 
［成果の活用］ 

国交省住宅局の「建築基準整備促進事業」(平成 20
‐24 年度)等、構造基準の合理化検討をテーマとする

他のプロジェクトの成果とも連動させて、構造基準改

正のための基礎資料として活用する。 
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建築構造・材料の新技術と基準の将来像に関する研究（その２） 
Research on vis ion of  new technology and standard of  the bui lding materials 

and structure (Part 2）  
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
建築研究部 構造基準研究室 室長 小豆畑 達哉 
Building Department Head Tatsuya AZUHATA 
Structural Standard Division 主任研究官 西田 和生 

Senior Researcher Kazuo NISHIDA 
主任研究官 宮村 雅史 
Senior Researcher Masashi MIYAMURA 
研究官  野口 和也 
Researcher 

 
This study aims to develop a new vision of technology and standard on building structures 

and materials. We proposed a structural system using uplift mechanism to reduce seismic damage 
and a monitoring system to detect steel crack in this research project. Furthermore we stored data to 
evaluate durability of wood structures with mortal walls and metal materials. 
 
［研究目的及び経緯］ 

フローからストックの時代への移行に伴い、建築物

の長寿命化技術の必要性が指摘されてから久しい。し

かしながら、建築物の長寿命化技術は、なお発展途上

の段階にあり、様々なアプローチからの取組みが求め

られているところである。 
また、建築基準法令は、耐震安全性や耐久性に関す

る最低の基準を定めたものであるが、これに対し、建

築物の長寿命化のため、最低基準以上の性能確保を社

会的施策として推奨していくにしろ、こうした施策を

下支えするための技術の蓄積が必要となる。 
このような背景の下、本研究では、構造システム、

ヘルスモニタリング、木質構造と金属材料の耐久性の

側面から、建築構造・材料の新技術と基準の将来像と

して、特に、建築物の長寿命化に向けた検討を行うこ

ととした。 
［研究内容］ 

 本研究では、具体的に以下の課題に取り組んだ。 

(1) ロッキング制振構造の適用 

過去の地震被害等の分析から、建築物が浮き上がり

を生じると、地震応答が低減される場合のあることが

明らかにされている。浮き上がり時においては地震動

による入力エネルギーが一時的に自重のポテンシャル

エネルギーに変換されるからであるが、このような現

象に着目し、浮き上がりを意図的に許容したロッキン

グ制振構造も提案され、既に建設された事例もある。

本課題では、より簡易にロッキング制振構造を実現す

る方法と地震応答低減効果について検討を行った。 

(2) 建築構造物の局所損傷検知技術 

これまで、建築構造物の長寿命化、ライフサイクル

コストの低減の一つの方法としてヘルスモニタリン

グの必要性が訴えられてきたが、振動計測や局所検知

等のシステムやセンサー類のコストが高く、なかなか

普及に至っていない。ヘルスモニタリングの普及のた

めには低コストのセンシングシステムの確立が望ま

れている。本課題では、低コストと計測の容易性を重

視し、RFID（Radio Frequency IDentification）タグと導

電性塗膜を利用した亀裂検知センサーを検証した。 

(3) 木質構造の耐久性 

 モルタル塗り外壁を有する木質構造に着目し、木

質構造の耐久性に大きな影響を及ぼすモルタル塗り

外壁からの漏水要因について検討した。 

(4) 金属系外装材の耐久性 

亜鉛アルミめっき鋼板や塗覆装鋼板等の表面処理鋼

板について長期耐久性に関する資料を自然暴露試験に

より整備した。 

［研究成果］ 

(1) ロッキング制振構造の適用 

 中間階破壊の怖れのある既存鉄骨造モデルを対象に、

図 1 に示すようなロッキング制振構造の適用を検討し

た。地震応答解析により、柱脚固定の場合には中間階

破壊が生じるが、ロッキング制振構造を適用すること

で、上部構造はほぼ弾性に留めることが可能であるこ

とを示した 1)。 
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(2) 建築構造物の局所損傷検知技術 

 鉄骨部材の亀裂を検知するため、図 2に示すような

局所損傷検知手法を提案し、その有効性を検証した。

鉄骨部材は、一般に耐火被覆が施されるが、耐火被覆

の外部からでも、RFID タグを介し、無線で、亀裂を検

知できることを実験により明らかにした 2)。 

(3) 木質構造の耐久性 

 モルタル塗り外壁の木質構造において、その耐久性

に大きく影響する漏水は、図3のB-typeに示すように、

防水紙がモルタルから剥離することによると想定した。

次に、図 4に示す試験体を用いた実験により、このよ

うな剥離が生じる条件を検討した。実験では、下地材

の種類、防水紙の種類、モルタルの調合、施工方法及

び周辺状況をパラメータとしている。本実験により、

漏水が生じ易いパラメータの組み合わせ等に関するデ

ータを収集した 3)。 

(4) 金属系外装材の耐久性 

 金属系外装材の耐久性評価のため自然暴露試験を継

続的に行っているところであるが、本課題では、18 年

目の劣化状況に関するデータを整理した。暴露地は、

一般温暖地・田園地帯としてつくばを、亜熱帯地・海

岸地帯として沖永良部を選定している。本試験により、

高耐久性材料(チタン、ステンレス、フッ素系塗料、55%

アルミ‐亜鉛めっき鋼板等)の耐久性を検証すること

ができた 4)。 

 

 

Friction dampers dissipate 
seismic energy.

Rigid rotation angle is 
permitted up to 1/100.

 

 

図 1 ロッキングシステムによる耐震補強 

 

 
 

図 2 鉄骨部材の局所損傷検知手法 

［成果の発表］ 
下記の他に、建築学会等で順次発表する予定である。 

1) Azuhata, T., Ishihara, T., Midorikawa, M. Miyake, T. and 
Matsumoto, K.: Seismic Performance Improvement of 
Existing Steel Buildings by Rocking Structural System, 
Proc. of 2009 STESSA, 2009.8. 

2) 森田高市、野口和也：RFID タグ及びプリントシー

トを用いた亀裂検知センサーに関する研究、日本建

築学会総合論文誌第 8号、pp.88-92 

3) 宮村雅史、石川廣三、古賀一八、鈴木光、山崎肇、

西田和生：ラス下地モルタル塗り外壁におけるモル

タルと防水紙間の透水性について、日本建築学会学

術講演梗概集、A-1、pp.451-452 

4) 西田和生、樫野紀元：金属外装材の耐久性試験 そ

の11．金属外装材の自然暴露試験１８年目の結果、

日本建築学会学術講演梗概集、A-1、pp.343-344 

［成果の活用］ 

建築物の長寿命化を促進するための技術として提示

する。また、耐久性に関する研究成果は、関連する建

築材料の技術基準を策定する際のバックデータとして

活用する。 
 

 
図 3 モルタルと防水紙間の密着性と漏水との関係 

 

 
 

図 4 試験壁体寸法形状の例 
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小規模建築物の雨水浸入要因とその防止策に関する研究 

Research of rain water infiltration factor and prevention countermeasure in small-scale building. 
（研究期間 平成21～23年度） 

 建築研究部          建築新技術研究官 向井昭義 
 建築研究部構造基準研究室                        主任研究官     西田和生 
                                 主任研究官     宮村雅史 
［研究目的及び経緯］ 

平成21年10月1日に住宅瑕疵担保履行法が完全施行され、業者に保険への加入や保証金の供託の義務付けがなされ

た。本研究は、小規模建築物の雨水浸入要因に関する技術資料の整備、将来の技術基準化に向けての防止策の検討を行

うものであり、平成21年度は、有識者から雨水浸入のメカニズム、雨水浸入状況とその要因、雨水浸入のリスクと評価

手法等に関する有益な情報を得た上で、各地域における現在の雨仕舞い及び防水仕様と雨水浸入状況との関係を求める

為、比較的新しい戸建木造住宅を対象にして、実態調査を実施した。さらに、構成材料と劣化との関係を求めるため解

体予定の戸建木造住宅を対象にして、防水及び雨仕舞いに関する仕様と雨水浸入状況・劣化状況等との関係について調

査し、これらを技術資料としてまとめた。 

 

構造性能に関する建築基準の策定支援のための研究 

Research of Support System for regulating Building Codes on Structural Performance 
（研究期間 平成21～23年度） 

 建築研究部 構造基準研究室         室  長     小豆畑達哉 
       基準認証システム研究室                   主任研究官    井上 波彦 
                                     主任研究官    石原 直 
［研究目的及び経緯］ 

耐震強度偽装事件を踏まえ、平成19年に建築基準法令が改正施行されたところであるが、その後も、「建築基準整備

促進補助金事業」（住宅局建築指導課主管）により、構造技術基準の一層の適正化、合理化のための検討作業が進められ

ているところである。ここでは、民間の能力を積極的に活用して基準の整備・見直しが図られているが、技術基準を実

際の建築生産の場で運用していくには、単に技術的知見を基準として纏めるのみならず、建築設計・施工の実務的な側

面や建築確認制度の実情に即した、新基準対応の構造計算プログラムや、建築確認での審査基準、種々の解説書類等、

基準運用のための様々な「ツール」が必要になる。 本研究では、建築生産での設計、確認、施工、検査といった一連の

流れの中で、新たな構造基準を策定し運用していくには、どのような「ツール」が必要になるかを分析・整理し、「建築

基準整備促進補助金事業」の成果を睨みつつ、具体の「ツール」作成のための基礎的情報を入手することを目的とする。

本年度は、天井部材の技術基準に係る検討を行い、将来の解説書等に反映させるための振動台実験を計画した。 
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内装材料の防火規制の合理化に関する基礎的研究 
Basic research on rationalization of fire prevention regulation of interior materials 

 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
 建築研究部 防火基準研究室        室長   成瀬 友宏 
 Building Department                 Head   Tomohiro NARUSE 
 Fire Standard Division            主任研究官   山名 俊男 
                                    Senior Researcher  Toshio YAMANA 

            主任研究官   五頭 辰紀 
                                    Senior Researcher  Tatsuhiro GOTO 

            主任研究官   仁井 大策 
                                    Senior Researcher  Daisaku NII 
 
 This study is the report of a result which performed the fire prevention quality evaluation of building 
materials by Model-box test. Model-box test is the medium-scale examining method which can be 
examined where the joint of building materials is included. It was confirmed that Model-box test can 
evaluate the fire prevention performance of the examination object which cannot be appropriately 
evaluated by Cone-calorimeter test.  
 
［研究目的及び経緯］ 
 本研究は、内装仕上げ材料に防火材料を使用する等

の内装制限に代表される防火規制について整理し、そ

の目的や要求性能について明らかにする。併せて、防

火材料性能評価制度等について調査・検討し、改善方

法等を提案するための資料を得ることを目的とした。

ここでは、その内、防火材料性能評価法改善のための

検討を行った結果を報告する。現在我が国の防火性能

評価法の主たる試験方法は発熱性試験（コーン計試験）

法であるが、その試験方法は必ずしも万能ではなく適

切に評価出来ない場合もある。そこで、もう一つの評

価試験法として制定されてはいるが、今まで試験実施

例がほとんど無い模型箱試験法について、その代替試

験法として評価の適切性について実験的に検討した。 
［研究内容］ 
せっこうボードを下地基材とし、その上に壁紙を張

った６種類の材料を試験体として用い（表１参照）、下

記 2 種類の試験法により防火性能を評価した。 
１）模型箱試験：    ISO TS 17431 / Fire test - 
Reduced-scale model box test 
 部屋を模した箱状の試験体を用いる中規模試験法で、 

高さ・幅：84x84cm、長さ：168cm(内法)(奥壁１面、

側壁２面、天井１面の計４面に試験体を設置)と大きな

試験体を用い、目地等も含めたより実火災に近い状態

での評価が可能な試験法。模型箱左奥コーナー部に、

出力 40kW の火源プロパンガスバーナーを設置し燃焼

させ加熱する。発生した燃焼ガス中の酸素濃度を測定

し、酸素減少量より発熱量を求める（酸素消費法）。 

本来日本独自の試験方法であったが、ＩＳＯに提案

しＴＳ規格となったものである。日本の指定性能評価

機関（以下、評価機関）による業務方法書では準不燃

材料（試験時間 10 分間）と難燃材料（試験時間 5 分間）

の試験方法として制定されている。また、評価基準値

は下記の通りとされている。 

1)総発熱量：準不燃 50MJ 以下、難燃 40MJ 以下 

2)発熱速度：140kW 超、10 秒以下 

3)防火上有害な裏面まで貫通する亀裂、穴がないこと 
（注：1), 2)ともバーナーの発熱を含む） 

２）発熱性試験（コーン計試験）： 

 ISO 5660-1 Reaction to fire - Heat release rate 
(Cone calorimeter method)  
 10cm 角の小試験体を用いる試験法。水平に設置した

試験体の上方よりコーン状の電気ヒーターにより放射

強度 50kW/㎡で加熱する（点火源：電気スパーク）。

その時の発熱速度を酸素消費法により求める。評価機

関による業務方法書では不燃材料（試験時間 20 分間）、

準不燃材料（試験時間 10 分間）及び難燃材料（試験時

間 5 分間）の試験方法として制定されている。また、

評価基準値は下記の通りとされている。 

1)総発熱量：８MJ/㎡以下 

2)発熱速度：200kW/㎡超、10 秒以下 

3)防火上有害な裏面まで貫通する亀裂、穴がないこと 
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表１ 試験体一覧 

№ 記号 壁紙 下地 

① PVC240 塩ビ壁紙240g/㎡ GB-R 12.5mm

② PVC290 塩ビ壁紙290g/㎡ GB-R 9.5mm

③ PVC320 塩ビ壁紙320g/㎡ GB-R 9.5mm

④ PVC450 塩ビ壁紙450g/㎡ GB-R 9.5mm

⑤ PVC690 塩ビ壁紙690g/㎡ GB-R 9.5mm

⑥ TEX440 織物壁紙440g/㎡ GB-R 9.5mm

注：下地は、せっこうボード JIS A 6901 GB-R（標準

的せっこうボード）厚さ 12.5mm と 9.5mm 

［研究成果］ 

試験結果の一覧を表２～４に、また試験結果のグラ

フを図１～２に示す。 

表２ 模型箱試験結果（バーナー発熱含む） 

総発熱量(MJ)  

№ ５分 10分 20分 

高発熱速度

(kW) 

①   11.9 25.5 51.9 49.0 
② 12.4 25.4 － 53.7 
③ 11.7 26.1 － 55.5 
④   14.4 28.0 － 69.9 
⑤   30.0 42.2 － 236.1 
⑥ 11.2 26.3 55.8 54.7 
表３ 発熱性試験（コーン計試験）結果 

総発熱量(MJ/㎡) 発熱速度(kW/㎡) 

№ ５分 10分 20分 高値 時間(秒)
① 4.6 4.9 6.5 79.6 34 
② 5.1 5.7 8.5 72.1 30 
③ 5.7 6.4 8.3 85.8 38 
④ 8.0 9.4 12.4 112.3 32 
⑤ 11.0 12.8 15.3 162.4 24 
⑥ 6.7 8.9 11.6 89.9 44 

 表４ 模型箱試験とコーン計試験による評価の差 

試験法 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

模 型 箱 不 準 準 準 非 準 

コーン計 不 準 準 難 非 難 

注：不＝不燃、準＝準不燃、難＝難燃、非＝非適合 

１）模型箱試験の結果は、№⑤の PVC690 以外は準不燃

材料に合格する結果であった。また、不燃材料に相当

する 20 分加熱を行った№①と⑥は不燃材料相当の数

値を示した。但し、№⑥は試験途中で下地のせっこう

ボードが剥落し穴があいたため不合格となる。 

２）模型箱試験とコーン計試験の評価を比べると表４

の通りとなる。ほぼ同じ評価となるが、一部評価が異

なり、№④と⑥はコーン計試験では難燃の評価であっ

たが、模型箱試験では準不燃の評価となった。 
３）№⑥の TEX440 は、コーン計試験結果で 高発熱

速度を記録した時間が 44 秒と他の材料に比べて 10 秒

以上遅くなっている。これは、難燃薬剤処理により燃

焼を抑えている結果であると思われ、この性能は火災

初期の火災拡大防止に寄与すると考えられるが、コー

ン計試験ではその性能が評価に反映されない。 
４）コーン計試験では総発熱量で合否が判定される場

合が多いのに対し、今回の模型箱試験では殆どの材料

が総発熱量はかなり余裕をもって規格値以内となって

いる。模型箱試験で不合格になった№⑤は急激に燃焼

拡大しフラッシュオーバー現象を示し発熱速度で不合

格になった。 
５）模型箱試験では、総発熱量の基準値が大きすぎる

傾向があり、また、コーン計試験では発熱速度の基準

値が大きすぎる傾向があると考えられる。 
６）模型箱試験は目地等も含めたより実火災に近い状

態での評価が可能な試験法であり（サンドイッチパネ

ルの試験では有効性が確かめられている）、現状では

実際の評価にほとんど使用されていないが、今後更に

検討を進め防火材料評価法として普及を推進していく

必要があると考えられる。 
７）防火材料試験方法に万能なものはなく、その特徴

を理解し、評価する材料に適した試験法を選択して用

いることが重要と考えられる。 

図１　模型箱試験発熱速度（②④⑤⑥）
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図２　コーン計試験発熱速度（②④⑤⑥）
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［成果の発表］ 

日本建築学会大会学術講演会 2008 年防火部門、同

2009 年防火部門において発表している。また、同 2010
年防火部門において発表予定である。 
［成果の活用］ 

本研究の成果は、我が国における建築防火材料性能

評価制度の改善資料として活用される。また、評価機

関の業務方法書改善資料としても活用される。 
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防耐火構造・防火材料・防火設備等の品質確保のための維持管理方策に関する研究 

Research on the maintenance and management of fire preventive material, construction and equipment for retaining the quality
（研究期間 平成20～22年度） 

建築研究部 防火基準研究室      室   長 成瀬 友宏 
主任研究官 山名 俊男 
主任研究官 五頭 辰紀 
主任研究官 仁井 大策 

 
［研究目的及び経緯］ 
 防火材料・防耐火構造・防火設備等には、実際の製品あるいは構造が基準に適合しているかどうかについての確認が

必要であり、また、それらの耐久性も重要である。もし、使用が想定される期間に性能劣化が予測されるのであれば、

このような情報を製造者・施工者側から建築主や使用者に維持保全対策も含めて提供することが、きわめて重要である。

そこで本研究では、防火材料・防耐火構造・防火設備等の市販製品あるいは現場施工構造の性能確保のための枠組みを

提案し、製造者・施工者側から建築主や使用者に提供する情報のあり方について提案することを目的とする。 

本年度は、国土交通大臣が認定した防火材料・防耐火構造の初期性能及び防災連動制御盤の、建築基準法と消防法との

関係について、火災報知機工業会にヒアリングを実施し、両法の管轄の違いによって起こる維持管理上の問題点などに

関する検討を行った。 

 

高層建築物の地震後の火災安全対策技術の開発 

Development of Postseismic Fire-Safety Technology for High-Rise Buildings 
（研究期間 平成21～23年度） 

建築研究部 防火基準研究室      室   長 成瀬 友宏 
主任研究官 山名 俊男 
主任研究官 五頭 辰紀 
主任研究官 仁井 大策 

建築研究部 基準認証システム研究室     主任研究官 石原 直  
 
[研究目的及び経緯] 

 大都市には多数の高層建築物が存在し、比較的大きな地震による力がこれらに作用する可能性が高まっていることが

種々の研究で明らかにされている。過去の地震被害に関する調査から、一般的な耐火建築物である高層建築物において

は地震直後に火災発生確率が上がることが明らかになっていることから、火災の拡大を防止する防火区画としての性能

維持や火災感知警報設備・スプリンクラー設備等の防災設備の機能維持が地震直後の火災安全性に重要となる。しかし

ながらこれらの防災設備を含めた部材全体が地震時に破損するなどの挙動に関する技術的な情報は乏しく、このことが

地震直後の火災安全に対する戦略を単に概念的な領域にとどめ、実効性のある火災安全確保戦術の確立を困難にしてい

る。したがって、これらの技術情報を系統的に蓄積し、地震後の火災安全性を確立することが急務となっている。 

 本研究では、中程度以上の地震（概ね震度5 強を超える地震）に対して、火災安全に関連する耐火構造・防火設備等

の挙動に関する技術的な情報を実験・解析により蓄積し、地震後の火災安全性に関する明確な技術基準がない概ね10 階

を超える高層建築物が中程度以上の地震の作用を受けた直後の在館者の継続使用を可能とするために必要な火災安全等

の対策技術を開発する予定である。さらに、新築建築物を対象として、これらの技術を前提とした設計基準及び地震直

後の緊急点検・避難指針を作成する。また、これらの開発技術が組み入れられていない既存建築物を対象として、その

保有する地震後火災安全性能に応じた、地震直後の継続使用または避難のための判断基準を明示した地震直後の緊急点

検・避難指針を作成することを目指している。 

 開発予定の技術・基準・指針等を活用することにより、大地震時に激甚被害地域周辺において多数存在する、中程度

の損傷を受けた直後の高層建築物を火災から守り継続的に利用できる可能性を高めることで、当該建築物利用者の生活

質の向上を達成し、併せて被災地域全体の地震後復旧の円滑化等に資する。 
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建築物の環境及び設備の性能・基準に関する基盤的研究 
Basic Research on Performance and Standards for Building Environment and Equipment 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
建築研究部 環境・設備基準研究室          室長      足永 靖信 
Environmental and Equipment Standards Division   Head            Yasunobu ASHIE 
Building Department                 主任研究官          倉山 千春 
                                    Senior Researcher   Chiharu  KURAYAMA 

主任研究官          秦 良昌 
Senior Researcher   Yoshimasa  HATA         

                                     主任研究官          西澤 繁毅 
                                    Senior Researcher   Shigeki NISHIZAWA 

 
This research aims to clarify the fundamental characteristics of built environment and 

equipment to make a technical assist in the building standards. The research results are 1) Evaluation 
of thermal performance of opening, 2) Evaluation of energy performance of air conditioning system, 3) 
Survey on safety of building equipment.  
 
［研究目的及び経緯］ 

住宅・建築物の利用に伴う CO2 排出量は日本全体

の約 3 分の 1 を占めており、一層の CO2 排出量削減

の取り組みが求められている。本研究は、省エネルギ

ー対策、安全対策など建築物の室内環境及び建築設備

に関する社会的要請に対応し、技術的課題を解決する

ための検討や、建築基準法、品確法、省エネ法等に基

づく技術的基準や性能評価法の検討に資するための基

礎的・基盤的研究を実施し、知見の蓄積を行うもので

ある。 
［研究内容］ 

（１）住宅の開口部の熱的性能に関する検討 

住宅の開口部の熱的性能を明らかにするため、当研

究室が開発したソーラーシミュレータ（日射を人工的

照射して開口部の熱的性能を計測する装置）を用いて

開口部の断熱・遮熱性に関する室内実験を実施した。

図１は、計測結果を整理したものであり、ルーバー、

ブラインド、網戸、すだれなどの窓の付属物と日射熱

取得率の関係が示されている 1)。なお、今回の取得デ

ータは窓の熱的評価プログラム「WindEye（（社）リビ

ングアメニティ協会）」の検証に活用されている。 

また、遮熱性フィルの導入による空調負荷削減効果

に関する数値計算を実施した。その結果、冷房負荷の

削減には日射遮蔽フィルムは有効であること、年間の

空調負荷削減を行うには、日射熱取得率と熱貫流率の

適切なバランスをとる必要があることが分かった 2)。 

（２）住宅の換気性能に関する検討 

省エネ法「住宅事業建築主の判断の基準」ではモデ

ル住宅を対象として省エネ効果のベースラインが設定

されている。本研究では、通風による省エネ効果を明

らかにするため、住宅事業建築主の判断の基準で用い

られているモデル住宅を風洞実験の対象として、風圧

係数のデータ整備を実施した 3)。風洞実験において、

 

 
図２ 風洞実験で得られた風圧係数 
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住宅の密集度、風向を変えたケースを設定し、住宅模

型の風圧データを計測した。図２は風洞実験で得られ

た風圧係数の事例である。 

また、多数室換気の問題を取り扱う換気回路網の計

算プログラムにおいて、インターフェース機能を強化

することで汎用性を向上させている。Excel ワークシ

ー上の図形入力機能とマクロ機能を組み合わせた入出

力機能を追加し、ユーザーの利用状況にも配慮したシ

ステム設計としている。 

（３）エレベーターにおける事故等不具合事例の調査 

本研究は、建築物等の利用者の安全確保のため、建

築物等におけるエレベーターの安全、安心の向上を図

ることを目的に、エレベーターの制御システムや安全

装置等の設計及び維持保全の技術開発にむけた基礎的

調査として、エレベーターにおける事故等不具合事例

について分析・整理を行った。図３に、建築基準法に

よる定期検査報告の集計結果（一例）を示す。電気・

電子回路等の制御に係る不具合件数は、機械的・物理

的な不具合件数を大きく上回っている。一方、設計・

製造を原因とする不具合事例はほとんど見られないこ

とから、維持保全に十分注視する必要があると言える。 

［研究成果］ 

本研究で得られた成果は以下の通りである。 
１） ソーラーシミュレータおよび数値計算により住

宅の開口部の熱的性能について整理を行った。 
２） モデル住宅を風洞実験の対象として、風圧係数の

データ整備を実施した。 
３） エレベーターにおける事故等不具合事例の情報

を集積した。 
［成果の発表］ 
1) 田代達一郎、宮沢千顕、倉山千春：開口部の断熱・

遮熱性能（その１６ 防犯を考慮した屋外側付属物

を付けた窓の熱的性能測定結果）、日本建築学会大

会学術講演梗概集、pp.155-156、2009.8 
2) 伊藤大輔、武田仁、足永靖信 、藤本哲夫：既存の

窓面を対象にした遮熱化技術の光学特性及び熱特

性の調査と空調負荷削減効果に関する数値計算、

日本建築学会技術報告集、第 16 巻、第 32 号、pp. 
185-190、2010.2 

3) 西澤繁毅、澤地孝男、丸田榮藏、羽原宏美、三浦

尚志：通風の省エネ効果評価手法の簡易化に向け

た考え方について、pp.727-728、2009.8 
［成果の活用］ 

 本研究で得られた建築物の省エネルギー対策、安

全対策などに関する知見は、建築基準法、品確法、省

エネ法等に基づく技術的基準や性能評価法の検討に用

いられる見込みである。 
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図３ 建築基準法定期検査報告の集計事例 
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建築設備等の安全性能確保のための制御システム等の設計・維持保全技術の開発 
Development of Design and Maintenance Technology of Control Systems to Ensure Safety of Building Equipment 

（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
建築研究部                  部   長            西山  功 
Building Department    Director      Isao NISHIYAMA 
建築研究部 基準認証システム研究室      室   長            高見 真二 
Standards and Accreditation System Division Head      Shinji TAKAMI 
建築研究部 環境・設備基準研究室       主任研究官         秦  良昌 
Environmental and Equipment Standards Division   Senior Researcher   Yoshimasa HATA 

 
This R&D project is aimed to promote higher user safety of designs and maintenances on building facilities 
having motor drive equipment such as elevators, escalators, automatic doors/shutters and so on. The team trying 
to determine those performance requirements, design and maintenance methodologies especially concentrate 
on an objectivity of those methods. 
 
［研究目的及び経緯］   

本研究は、国土交通省総合技術開発プロジェクト

「建築設備等の安全性能確保のための制御システ

ム等の設計・維持保全技術の開発」において、建築

物等の利用者等の安全確保のため、エレベーターを

含む建築設備等の制御システムや安全装置の設計、

維持保全の技術に関して、安全性能が第三者等によ

り客観的にチェックできるような技術開発を行う

ことで、国民のエレベーター等に対する不安を解消

するとともに、建築物等における設備の安全、安心

の向上を図ることを目的としている。 
［研究内容］ 

本研究は、昇降機等（エレベーター、小荷物専用

昇降機、エスカレーター、動く歩道）、遊戯施設及

び建築内可動設備（駐車場設備、ドア、シャッター、

書架、座席）を対象に、以下の①～③について検討

を行った。①事故・不具合事例の調査及びリスク評

価による安全技術目標の開発、②安全技術目標を達

成するための設計技術仕様及び安全性能評価法の

開発、③安全性能を保持するための維持保全技術の

開発。 

［研究成果］ 

１ 昇降機等に関する検討 

（１）エレベーター 

挟まれ、巻き込まれ、つまずき・転倒、昇降路内

の転落、かご内の閉じ込め等の危険事象についてリ

スク評価を行い、安全技術目標を設定するとともに、

安全装置・制御装置、乗り場戸・かご戸、駆動機、

ファイナルリミットスイッチ、電気・電子的安全保

護等について、要求される品質、性能を整理した。 

特に、安全装置・制御装置については、戸開走行防

止・かごの激突防止のための安全対策として、戸開

走行保護プログラムの独立化及び制動装置の二重

化等に関する設計技術仕様・安全性能評価法をまと

めるとともに、戸開走行保護装置の性能評価のため

の実施要領案（評価基準（性能・構造）、性能試験

方法等）を作成した。なお、作成においては、制御・

保護機構について実証実験を行い、その検証結果を

反映した。定期検査報告制度による検査基準・定期

点検要領等に関する調査等を踏まえて、制御装置・

安全装置に対する検査項目と運行記録項目を整理

するとともに、安全性能を保持するために重要な機

能を有するブレーキの制動・保持能力、制動の信頼

性、かごの支持（主索・巻上機）能力、運転制御機

能等に関する標準的検査要領案を検討した。  

また、設計・評価及び維持保全における実務の信

頼性向上のための支援システムとして、「GO-FLOW

手法を用いた確率論的故障影響解析手法」と「RFID

タグを用いた保守業務管理システム」のプロトタイ

プを開発した。 
（２）ホームエレベーター・小荷物専用昇降機 

上述のエレベーターの検討結果を踏まえて、ホー

ムエレベーターの安全技術目標を設定し、設計技術

仕様及び安全性能評価法、標準的な検査・保守内容

を提案した。小荷物専用昇降機については、荷物の

出し入れに伴う人の昇降路内への転落、かごと周壁

による挟まれ等の危険事象に対する安全技術目標

を設定するとともに、戸の施錠装置の確実性、ブレ

ーキ保持力の確保等に関する設計技術仕様・安全性

能評価法を提案した。小荷物専用昇降機では、特定
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行政庁が定期検査報告を求めているものは全設置

台数の半数程度である状況を踏まえて、報告義務の

ない所有者に対する維持保全実施のための方策の

必要性について提案するとともに、標準的な検査・

保守内容案を作成した。 
（３）エスカレーター・動く歩道 

踏板による挟まれ、ハンドレール入込部での引き

込まれ、乗降部でのつまずき・転倒等に対する安全

技術目標を設定するとともに、踏板・踏段・保護板・

ハンドレール等の構造、補助ブレーキ等の安全機構

に関する安全設計仕様、性能評価法案を作成した。 

定期検査報告制度による検査基準・定期点検要領等

に関する調査を行うとともに、安全装置等に対する

検査内容について検討した。特に、安全性能を保持

するために重要な機能を有するハンドレールの制

動・保持力の維持、スカートガード部の劣化の確認、

踏板の浮上りの検出等の重要性を指摘するととも

に検査・点検内容案を作成した。 

２ 遊戯施設に関する検討 

衝突、落下、転倒、巻き込み、部材の損傷による

けが等の危険事象の抽出とリスク評価による安全

技術目標の設定を行うとともに、設計荷重、部材等

の強度、乗客拘束性、制動機構、加速度限度等に関

する設計技術仕様、性能評価法案を作成した。また、

代表的な遊戯施設であるコースター、観覧車、メリ

ーゴーランドについて具体の安全要求性能を作成

した。それらの作成においては、実証実験により非

常停止、逆走防止、追突防止、制御モードの変更及

び乗客固定装置等の安全機構の有効性、適用性を確

認し、その結果を反映した。遊戯施設の定期検査報

告制度における検査基準及び定期検査要領等に関

する調査等を踏まえて、制御装置・安全装置に対す

る検査項目と運行記録項目を整理し、構造体、駆動

装置、巻上装置、乗り物、油圧装置、安全装置、電

気設備等について標準的な検査・点検内容案を作成

した。 

また、遊戯施設の安全性確保のための運営及び維持

管理のあり方に関する検討を目的として“シンポジウ

ム‐ビジターが安心して楽しめるアトラクション施設

の整備・運営”を開催し、技術情報等の収集・整理を

行った。 

３ 建築内可動設備に関する検討 

（１）駐車場設備（機械式駐車装置） 

移動パレットと構造部材による挟まれ、パレット

等からの転落、地下ピットへの閉じ込め、車両格納

時の閉じ込め、車両乗降時のつまずき・転倒等の危

険事象の抽出・分析をもとに安全技術目標を設定す

るとともに、乗降室の構造・強度、地下ピットの構

造、人・障害物の感知等に関する設計技術仕様及び

安全性能評価法案を作成した。また、維持保全の現

状及び製造者による品質保証等の調査を踏まえて、

更新・修繕・保守の実施サイクルの考え方及び維持

保全水準の設定について提案した。 
（２）電動ドア（スライドドア、回転ドア、スイン 

グドア、折りたたみドア） 

ドア部との衝突、レール部等でのつまずき・転倒、

ドアの開閉部・蝶番部での挟まれ等の危険事象の抽

出・分析をもとに安全技術目標を設定するとともに、

人の検知（センサーの種類と設置位置）、製品の構

造・強度、安全装置等に関する設計技術仕様及び安

全性能評価法案を作成した。また、維持保全の現状

及び製造者による品質保証等の調査を踏まえて、ド

ア構成部材等の更新・修繕・保守の実施サイクルの

考え方及び維持保全記録の標準化を提案した。 
（３）電動シャッター 

シャッターの昇降による挟まれ、転倒、衝突、誤

動作による閉じ込め等の危険事象の抽出・分析をも

とに安全技術目標を設定するとともに、人・障害物

の検知方法、シャッターの急下降防止等における感

知装置及び安全機構等の設計技術仕様及び安全性

能評価法案を作成した。シャッター構成部材等の更

新・修繕・保守の実施サイクルの考え方及び維持保

全記録の標準化について提案した。 
（４）電動の間仕切、書架、座席 

可動部による挟まれ、巻き込み、レール部等での

つまずき・転倒、座席等からの落下等の危険事象の

抽出・分析をもとに安全技術目標を設定するととも

に、人・障害物の検知、挟まれ防止装置、落下防止

対策等に関する設計技術仕様及び安全性能評価法

案を作成した。構成部材等の更新・修繕・保守の実

施サイクルの考え方及び維持保全記録の標準化に

ついて提案した。 

［成果の活用］ 

本研究の成果は、プロジェクトと並行して進めら

れたエレベーターの戸開走行防止及び制動の二重

化等の研究成果が、建築基準法施行令等の改正（20

年 9月 19 日政令第 290 号）等に反映された。 

また、社団法人日本エレベータ協会と連携して、

エレベーターに関するＪＩＳ（TS)原案の作成に反映

された。 

[今後の予定] 

今後、さらに成果の追検証を行い、平成 22 年度夏

ごろをめどにその成果をとりまとめることにしてい

る。 
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業務用建築の省エネルギー性能に係る総合的評価手法及び設計法に関する研究 

Research on a Comprehensive Evaluation Method and Design Method Related to Energy Conservation Performance of 
Non-residential Buildings 

（研究期間 平成20～22年度） 

 建築研究部            部   長    西山  功 
 建築研究部 環境・設備基準研究室 室   長    足永 靖信 
                  主任研究官    倉山 千春 
                  主任研究官    西澤 繁毅 
 住宅研究部 住環境計画研究室 主任研究官    三木 保弘 
                  主任研究官    三浦 尚志 
 

［研究目的及び経緯］ 

「業務その他部門」（事務所建築、商業建築等）におけるエネルギー消費に起因する二酸化炭素排出量は、「家庭部門」

を上回る顕著な増加傾向にある（2007年度で1990年比43.8％増）。このような状況下において「業務その他部門」の省

エネルギー・二酸化炭素排出削減対策について我が国としての十分な備えを行うことが不可欠となっており、「実効性の

あるどのような要素技術の適用を推進して、どのような基準・制度を構築することによって、どの程度の削減を目指す

べきであるか」を明らかにすることが課題となっている。現行の建築物（非住宅）の省エネ基準については、想定して

いる建物の使用条件が固定的で実条件を加味した省エネ対策が評価されていない、小規模建築物（延床面積2,000㎡未

満）の為の基準が未整備といった課題が山積している。 

本研究では、業務用建築を対象とした省エネルギー評価指標の高精度化を目ざし、設計仕様毎の省エネ性評価に基づ

いた設計手法をとりまとめ実務者へ提供することを目的とし、省エネ措置とエネルギー消費削減量、費用対効果の関係

を明確にする技術的基盤の整備を行う。 

本年度は、建築・設備システムの実働効率に関する調査、実験を行い、中央式空調システムの特性計測データの取得

するとともに、実態にもとづいた省エネ対策を試行し効果の検証を実施した。また、実態の不明瞭な小規模小売店舗等

におけるエネルギー消費実態を解明するための実測調査を行った。 

 

住宅省エネルギー基準策定支援のための実証的研究 

Empirical Research for Contributing to Energy Conservation Standard for Residential Buildings 
（研究期間 平成20～22年度） 

 建築研究部 環境・設備基準研究室 室   長    足永 靖信 
                  主任研究官    倉山 千春 
                  主任研究官    西澤 繁毅 
 住宅研究部 住環境計画研究室 主任研究官    三木 保弘 
                  主任研究官    三浦 尚志 
［研究目的及び経緯］ 

 平成19年度までに、居住者の生活を機械的に模擬するシステムを導入し、生活スタイルの違いや省エネルギー設備の

導入が室内環境やエネルギー消費に与える影響を実証する実験を進めることで、住宅の省エネルギー施策に資するデー

タを整備してきている。しかし、新しく開発された省エネ設備や未検討の外皮省エネ手法、多様な家族構成、ライフス

タイルを考慮した省エネルギー施策を行うためには、より一層の知見収集が必要である。本研究では、戸建住宅試験体

もあわせた実証実験からエネルギー消費量削減効果の検討を行い、新技術開発動向ならびに生活実態を反映した住宅省

エネルギー技術策定支援のためのデータ整備を行う。 

本年度は、新型ヒートポンプ式給湯設備の使用実態に即した実働効率データの追加整備、床暖房・エアコン併用時の

温熱環境、エネルギー消費量に及ぼす影響の検証データ、通風利用における冷房負荷削減効果の定量的な評価等を行っ

た。 
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低炭素・水素エネルギー活用社会に向けた都市システム技術の開発 

Development of urban system technology to achieve a low-carbon society based on hydrogen energy 
（研究期間 平成21～24年度） 

 建築研究部            部   長    西山  功 
 建築研究部 環境・設備基準研究室 室   長    足永 靖信 
                  主任研究官     秦  良昌 
                  主任研究官    西澤 繁毅 
 建築研究部 防火基準研究室 室   長    成瀬 友宏 
 都市研究部 都市開発研究室 主任研究官    鍵屋 浩司 
 住宅研究部 住環境計画研究室 主任研究官    三木 保弘 
                  主任研究官    三浦 尚志 
 

［研究目的及び経緯］ 

エネルギー媒体としての「水素」は、電力と熱を必要とする需要家の傍に設置して高い発電効率と排熱利用が可能で

ある燃料電池のエネルギー源であり、使用時に二酸化炭素が生じない、人工的に製造可能であり、搬送・貯蔵も可能で

あるなどのメリットがあるが、デメリットとして、金属に侵入しやすく配管等の強度を低下させやすい、着火時の状態

によっては激しい爆発を生じるので慎重な扱いが必要であることがあげられる。 

本研究では、新たなエネルギー媒体としての水素の供給及び利用に関する技術的課題として、水素配管技術、業務建

築エネルギーシステム技術及び都市エネルギーシステム評価技術をとりあげ、都市建築物のエネルギー効率向上及び再

生エネルギー源等との組み合わせを検討することにより、現状に比べて二酸化炭素排出量50％削減を実現するための方

策を提案する。 

本年度は、今年度は検討会の下に水素配管部会（主査：大谷英雄（横浜国立大学教授））、業務用省エネルギー部会（主

査：坂本雄三（東京大学教授））、都市エネルギーシステム部会（秋澤淳（東京農工大学教授））を設置し、それぞれ、水

素の安全性及び活用可能性に関する調査、空調設備のエネルギー消費特性の検討、都市エネルギーシステムの評価プロ

グラムの検討を実施した。 
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多世代利用型超長期住宅及び宅地の形成・管理技術の開発 
Development of Planning and Management Technologies for the Ultra-long-life Houses 

（研究期間 平成20～22年度） 

 住宅研究部        部    長  大竹 亮 
 住宅研究部        住宅瑕疵研究官 高橋 暁 
住宅研究部 住宅計画研究室      室    長  森  正志 
住宅研究部 住宅ストック高度化研究室    室    長  眞方山美穂 
住宅研究部 住環境計画研究室     室    長  長谷川 洋 

 住宅研究部 住宅生産研究室      研 究 官  角倉 英明 
 都市研究部 都市計画研究室      室    長  明石 達生 
都市研究部 都市計画研究室      主任研究官 岩見 達也 

 
［研究目的及び経緯］ 

 住宅の長寿命化の推進を目的として、多世代にわたって利用可能な社会的資産となりうる「多世代利用型超長期住宅（多世

代利用住宅）」の実現に向けて、新築住宅及び既存住宅の双方を対象に、設計・建設・維持管理及び住宅を支える宅地等基盤の

整備・管理に係るハード・ソフト両面からの技術開発を行うとともに、既存住宅の長期利用に向けた改修・改変に係る技術開

発を行う。平成21年度は、設計・管理システムに関して、多世代利用住宅（共同住宅）の住戸区画の可変性の設計・評価手法、

適正な管理の持続化に向けた管理システム、住宅の多世代利用に資する供給手法及び利用形態、良好な居住環境のマネジメン

ト手法に関する検討を行った。また、診断・改修に関して、既存住宅の改修時の目標性能水準を具体化する診断・改修技術の

体系的整理、診断・改修技術の適用に関するワークフローの検討、マンション（中層RC造壁式構造）の２戸１改修の実施手法

の検討を、管理技術に関して、実大建物の加振実験データを用いたヘルスモニタリング技術の適用性と損傷推定精度等の検討、

住宅に適したヘルスモニタリング技術の開発に関するサービス水準の検討等を、戸建て木造技術に関して、戸建て木造住宅の

つくり手（一般工務店等）を対象とした「維持管理」への取り組み状況に関する調査、長寿命地域住宅等の調査、戸建て木造

住宅長寿命化のための維持管理指針（案）の検討・作成を行った。さらに、宅地技術に関して、遠心力載荷試験装置を用いた

小型剛土槽による模擬地盤加振実験を実施し、地盤条件に応じた液状化抑制効果の確認及び「液状化免震地盤」の防災効果の

検証を行った。 

 

住生活セーフティネットの維持・構築に関する研究 

Research on Maintenance and Construction of Housing Life Safety-net  
（研究期間 平成20～22年度） 

 住宅研究部 住宅計画研究室          室 長    森   正志 
                                      研究官    大島  敦仁 
［研究目的及び経緯］ 

我が国の賃貸住宅の質は未だに低い状況にあり（戸当たり平均床面積４４㎡、最低居住水準未満の世帯は約１０％）、高齢者

のみ世帯、母子世帯に加え、ワーキングプアなどの新たな形の住宅弱者の増加が予想されるなか、民間賃貸住宅では入居が難

しい状況（高齢者、小さな子供のいる世帯等について実質的な入居拒否が行われるなど）がある。 

住宅計画研究室の基本的なミッションとして、市場において自力では適正な居住水準の住宅を確保できない者の居住の安定

の確保、市場においては十分な量が確保されない賃貸住宅の供給について、住宅市場全体を視野に入れつつ、住宅セーフティ

ネットの維持・構築に向けた研究を、継続的に進める。 

特に、住生活基本法（平成18年６月）においては、国・都道府県が、国民・住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関

する基本的な計画（住生活基本計画）を定めることが義務づけられたが、「市町村計画」の策定は任意となっているため、住民

に一番身近な市町村自治体による住生活政策の策定を推進するための基礎的な研究を進める。 
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住宅ストックの安心・安全に関わる生産者等の 

実態に関する基礎的研究 
Basic research on actual conditions of the builders’ technical background for  

renovation works to housing stock 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
住宅研究部 住宅ストック高度化研究室           室長    眞方山 美穂 
Housing Department ,Housing Stock Division        Head    Miho Makatayama 
                            研究官   後藤 哲朗 

Researcher  Tetsuro Goto  
 

Builder's activities and actual conditions of a technical background etc. for renovation works to 
housing stock were investigated. The problems of market environmental maintenance because of the 
relevant information offer from the viewpoint of the consumer protection to the consumer were clarified 
based on the results.  
 
［研究目的及び経緯］ 

 住宅ストックの改善において、適切な技術の適用が

なされるためには、適正なリフォーム行う事業者の技

術力の裏付けが必要である。本研究では、住宅ストッ

クに係る生産主体の現状について、事業内容や業態、

保有する技術、リフォーム工事を依頼する際に消費者

が収集する情報等の実態について調査し、消費者保護

の観点から、適切な情報提供がなされるための市場環

境整備の課題を明らかにするものである。 

［研究内容］ 

住宅のリフォーム事業者が有する技術的バックグラ

ウンドに関する情報提供を充実していくことは消費者

保護の観点において重要となる。研究の取りかかりと

して、まずはリフォーム事業者の属性、業態、保有す

る技術的バックグラウンドについての基礎的情報に関

して情報収集、分析・整理を行った。またその一環と

して、東京近郊地域においてリフォーム事業を行って

いる事業者へのヒアリング調査、最近のリフォーム事

業の新たな動向についての調査も実施した。 
次に、住宅のリフォーム工事に対する消費者側の意

向について調査し、消費者が望んでいるリフォーム工

事を実現する際に自らが必要と考えている情報内容や

現状、不足・不備を感じている情報内容等について検

討した。 
これらの検討結果に基づき、今後必要と考えられる

リフォームの市場環境整備のための課題を整理し、そ

の解決方策、新たな情報提供サービス等について検討

した。 

（１）リフォーム事業者の属性、業態、保有する技術 

消費者に対して住宅のリフォーム工事を提供する主

体については、現状、明確な定義がなされておらず、

業態も明確に確立しているとは言えない状況にある。 

表 1に示す標準産業分類によると、リフォーム参入

業者は、工事の大小に関わらず建設業に分類される。

実際にリフォーム工事を行うのは、住宅を建築した工

務店やハウスメーカー、住宅リフォーム専門業者、設

備や塗装などを扱う専門工事業者となっている。また、

業務発注の構造は消費者が直接専門工事業者と契約す

る場合の他、元請けである工務店等と契約し、専門工

事業者が下請けとなってそれぞれ工事を行う場合など

様々である。 

現状、住宅リフォーム工事を実施する事業者につい

ては、大規模な工事以外は法的には特段の資格等は求

められていないため、いろいろな事業者が参入するこ

とが可能となっている。仮にリフォーム工事の元請け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１　日本標準産業分類建設業＜建設業＞

総合工事業
・ 一般土木建築工事業
・ 土木工事業
・ 舗装工事業
・ 建築工事業
・ 木造建築工事業
・ 建築リフォーム工事業

職別工事業
・ 大工工事業
・ とび・土工・コンクリート工事業
・ 鉄骨・鉄筋工事業
・ 石工・れんが・タイル・ブロック工事業
・ 左官工事業
・ 板金・金物工事業
・ 塗装工事業
・ 床・内装工事業
・ その他

設備工事業
・ 電気工事業
・ 電気通信・信号装置工事業
・ 管工事業
・ 機械器具設置工事業
・ その他
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になった場合でも、「建設業法」の許可を受ける必要 

はない。建設業法で建設業許可が免除されている工事

範囲が、建築一式工事の場合 1500 万円未満（又はのべ

床面積 150m2未満の木造）、それ以外の工事は 500 万円

未満となっている。一般のリフォーム工事では多くの

場合、これらの範囲に入る。このような背景があるた

め、住宅リフォームについては新規参入の企業が比較

的多いという特徴がある。 

（２）住宅のリフォームに関する事業者側の動向 

 リーマンショック以降、住宅の新規需要が冷え込ん

でいるが、それと比較するとリフォーム市場の減少の

規模は小さい。ハウスメーカーでは、新築部門からリ

フォーム事業へ主力を転換する動きも見られ、各社に

おいて新築部門からリフォーム部門への人員の配置転

換等が進められている。この動きそのものは、ある意

味において“顧客の囲い込み”を始めているとも言え

るものである。リフォーム工事を専門としている事業

者においては、顧客確保のために新規に店舗を展開す

るところも増えており、着実に業務拡大が進んでいる

とのデータもある。また、新たな動きの一つに、キッ

チンやシステムバス等の住宅設備機器のリフォームに

関してホームセンター等（例えばニトリやイオンなど

が新規に参入している）が自社製品を開発し、それら

を低価格で提供するサービスなども見られるようにな

っている。コストをかけずに設備機器の機能改善を希

望する消費者のニーズを押さえた動きと言える。 

（３）リフォーム事業者選定における消費者の観点 

 リフォーム工事を計画する際に消費者が最初に相談

する先についての調査結果によると、ハウスメーカー

の住宅を建設した消費者では、その住宅を建築しても

らった会社に問い合わせるという回答が最も多かった

が、それが一般の工務店も含めた範囲にまで広げると、

知人等の紹介が多くなるという結果となり、ハウスメ

ーカーの戦略が多少感じられた結果となった。また昨

今では、インターネットによってリフォーム情報を入

手し、リフォーム事業者等についても検討している例

も増加している。契約に至った要因を挙げてもらうと、

“会社の規模や信用度”、“知名度”というのが非常に

多い。また、担当者の対応や人柄と言う要素も大きく、

既往の研究で実施した新築住宅における消費者のニー

ズ調査においても、契約の際のポイントになっている

項目と重なった。なお、戸建て住宅においてはアフタ

ーサービスと言う要因も高く、これは先述したリフォ

ーム事業へ主力をシフトさせているハウスメーカーの

動きを裏付けるものである。また、多くの消費者は建

築に関する知識が十分でないことから、工事内容自体

を自らが判断でいないため、公正な立場で相談できる

窓口を要望する意見も多々あった。 

 選定において最も重要視する項目として挙げられて

いるのは、①工事費用、②工事の質である。そのため、

これらの情報が適切に入手できるような仕組み作りが

要望されている。一方で、リフォーム事業者が参加し

ている団体等においては工事費が概算ではあるが算定

できるプログラムや地域別にリフォーム業者に関する

情報を提供するサイトが準備され、既に運用されてい

る。これらを有効に活用することが安心してリフォー

ム工事を進めていく上で必要と考えられるが、消費者

が必要とするサービスに関する調査結果をみると、全

ての消費者にこれらの情報がうまく提供されていない

と評価されるものとなっている。提供されている情報

に辿りつけないのか、コンテンツの精度や内容に問題

があるのか、これらの原因までは分析されていないが、

広く情報が行き渡るための仕組みや仕掛けなど、具体

的な方法を検討と併せて、コンテンツの分析は課題で

ある。 

（４）リフォームの市場整備の課題 

 今後、以下のような点のついて早急に取り組みが必

要であることが明らかとなった； 

・消費者でも客観的な判断が可能となる“リフォーム

事業者“の能力評価のための基準に必要な項目と判

断根拠の整備 

・消費者に提供する工事費用に関する情報の基本概念

と比較検討を可能とするためのコスト算定にかかる

プラットフォームの整備、恒常的にそれらの情報を

更新するための情報収集の仕組みの構築 

・国で検討が進められている保険制度の整備などの他、

工務店等の組合などが一定の技術力や信用力を担保

するような仕組みの構築 

・情報提供のプラットフォームとして、例えばインタ

ーネットを活用した「建設労務引き合いサービス（請

けと下請けでの労務調達をオープンに行うためのサ

ービス）」等の新たなサービスの利用可能性の検討 

［研究成果］ 

現状のリフォーム事業者の業態・動向について調

査・整理を行った。また、住宅リフォームにおける消

費者保護の観点から、適切な情報提供がなされるため

の市場環境整備の課題を明らかにした。 

［成果の発表］ 
 成果の一部については、所内研究発表会、建築学会

において発表した。 

［成果の活用］ 

 今回得られた知見は、H22 年度から始まる消費者

支援のための情報提供技術に関する研究の基礎デー

タとして活用する。 
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住宅設備の省エネルギー性能評価における 
計算簡易化と精度確保の両立に関する研究 

Improvement of accuracy and simplification on the evaluation of energy saving performance for 
housing equipments 

（研究期間 平成 21 年度） 
 
 

住宅研究部 住環境計画研究室              主任研究官         三木 保弘 
Housing Department                      Senior Researcher  Yasuhiro MIKI 
Residential Environment Planning Division                         三浦 尚志 

Senior Researcher  Hisashi MIURA 
        
 

The purpose of this study is to check the current problem on the energy saving law for housing 
equipments started from April 2009 in Japan, and to explore improvement of accuracy and 
simplification of the evaluation of energy saving performance for the equipments. As a result of the 
study, some directions on the relationship among energy performance, number of family, life schedule, 
equipments’ efficiency etc., were shown for the problem.      
 
 
［研究目的及び経緯］ 

省エネルギー法における住宅の基準は、これまで、

昭和 55 年基準（旧基準）、平成４年基準（新基準）、

平成 11 年基準（次世代基準）という変遷を経て、徐々

に強化されてきた。これらの従来基準における性能評

価の対象は、暖冷房エネルギーを間接的に削減するこ

とを目的とした外皮性能（躯体・開口部の断熱・気密

化と窓の日射遮蔽性能）のみであり、設備機器は除か

れていた。 
しかしながら、暖冷房、給湯、換気、照明等の住宅

設備による直接的なエネルギーの消費量は非常に大き

く、現在の省エネルギーへの強い要請の中で、無視で

きない状況となっている。また、単に設備機器として

の効率のみならず、居住者の使い方を含めたエネルギ

ー消費の知見が近年急速に蓄積されつつあることから、

平成２１年４月の省エネルギー法の改正において、住

宅（建売住宅）を対象とし、従来までの断熱など外皮

による省エネ性能に、新たに住宅設備（暖冷房、給湯、

換気、照明、太陽光発電等）による総合的な省エネ性

能評価（設備全体による消費量の評価）が導入された。

各住宅設備のエネルギー消費量の詳細計算法及び、こ

れをベースにした標準的なエネルギー消費量の値が定

められ、告示として公布された。実際の基準の運用に

おいては、主として簡易にレベル毎の仕様選択による

値で住宅設備の省エネ性能を評価する方法が用いられ、

また、告示に示された詳細計算法で評価する方法も解

説書レベルでは用意されている。 
しかしながら、現実としては、運用上簡易な評価が

主流となってしまいがちであるが、簡易な評価につい

ては、レベル毎の仕様の選択としてしまうことで、標

準的な方法以外の省エネ手法の組み合わせや、設計段

階での省エネ手法の努力が評価されない場合があると

いう問題点や、間取り・設備の設定によって、有利な

場合と不利な場合が生じやすいという問題点がある。 
従って今後、上記の問題点を解決するような簡易化

と精度の両立に向けた、設備毎の課題及び設備全体に

共通する課題を抽出することを目的とした。 
［研究内容］ 

本研究は、省エネ法の評価法の内容及び施行後の状

況に関するデータを基に、以下の手順で行った。 
（１）各設備を対象に、住宅省エネ法の計算法及び評

価法の特徴を、生活スケジュール設定との関係、家族

構成との関係、住宅の面積・間取りとの関係などの観

点を踏まえてそれぞれ整理した。 
（２）各設備で共通すると考えられる課題を整理し、

とりうるべき方向性についてとりまとめた。 
［研究成果］ 

上記の研究内容の手順でとりまとめられた現行の省

エネ法の評価法の評価精度と簡易化に関する課題は、

表 1 のように整理された。 
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［成果の発表］ 
本研究の成果は、順次発表していく予定である。 

［成果の活用］ 

本研究で示された省エネ評価の簡易化と精度両立に

関する課題は、本研究の終了後行うことになっている

具体的検討を経て、最終的には省エネルギー法におけ

る住宅設備に関する基準改正において反映させること

を予定している。 

表１ 住宅設備の省エネ評価法における課題と方向性の整理  

高効率の角度の段
階幅を細分化し、
それ以外の角度は
幅を広げる等が考
えられる。

太陽光発電の設置位置の評価としてWe bプログラムでは 10度単位での角度段階が設定さ

れている。四捨五入で評価するので、非常に有利 な場合と非常に不利な場合が生じる。
太 陽光
発電

評価段階 と精度９

照明機器の数が多い部屋の容量評価は、室の面積 を勘案しない状況では難しい。また、
器具数が多い照明設備では、過剰な照明計画を行 っても標準的な消費量として判断され
る。

照明

精度と簡易化の両
立のためには、室
毎に設置する機器
が多い暖冷房や照
明設備と、住宅に
対して機器数が固
定される給湯等の
違いで、面積と効

率の関係を整理す
る必要がある。

機器容量の選定方法次第でエネルギー性能が変化 するため、本来躯体の断熱性能を勘案
した機器選定方法・運転方法とする必要がある。 また、このことは住宅の面積の大小と
容量の選定が関係するが、現行では住宅面積を標 準化した評価法であるため現状は勘案
されていない。

暖冷房機器設計 容量と
効率の関 係（住
宅面積と の関
係）

８

運用時の照明器具の照度低下と省エネルギーの関 係については考慮されていない。照明

オフィス等で考え
られる初期照度補
正のような効率の
時系列変化に対す
る評価が今後住宅
として考えられる。

運用時にファン、フィルター及び端末部材などに ホコリ等が蓄積された場合にはその性
能を正確に評価できない可能性が生じる。

換気運用時の 設備状
況の影響

７

不在時には点灯しないことを勘案すると、家族、 生活スケジュールに加えて間取り・面
積の影響が大きい。

照明

給湯と同様に家族人数による違いを主たる要因と する住戸差の影響に対応できない。暖冷房

現状の実態との整
合から、少人数の
生活家族構成・生
活スケジュール
（高齢在宅、若齢
共働き、単身等）
を設定して精度と
簡易化を両立させ
ることが有効と考
えられる。一方で、
多人数の生活スケ
ジュール対応は難
しいと考えられる。

４人家族の標準的な日平均・日変動を再現したモ ードを採用しているため、家族人数に
よる違いを主たる要因とする住戸差の影響に対応 できない。人数が少ない家族構成（ 2
人など）で評価を適用すると倍の消費量として評 価されることになる。

給湯家族・生 活スケ
ジュール の違い
の影響

６

簡易化と精度の両
立には、面積の相
互関係ではなく面
積影響が大きい
LD Kの 影響 だけを
考えるなどの方向
性。

L DK とその他居室、非居 室の相互の面積割合が大きく異なる間取りでは、総消費量 の誤
差が大きくなる（ただし、その影響が大きい度合 いは LDK の面積＞その他居室＞非 居室
である）。

照明間取りの 違いの
影響

５

照明の場合は小空間であっても照明機器が設計時 の計画上設置されていれば評価するこ
ととしており、一方、照明計画上含まれていない 場合は、評価対象とならない。

照明

設計のプロセスに
おける設備導入計
画との関係と評価
について整理する
ことが有効と考え
られる。

床から天井までを専有している家具等の場合は室 面積から除外することとしている
（キッチンユニットやトールユニット）。

暖冷房造作家具 との取
合いと計 算対象
範囲

４

原則として空間が連続していても、照明区画とし て分離される場合は異なる空間として
評価する。一方で、LD K のように面積の区分けが煩雑で、その区分け方が評価結果 に影
響する場合、評価の簡易化の観点から一体空間と して考えるため、例えばキッチン照明
に小型白熱灯が入っているためにLD K全体の評価が悪くなるなどの不具合が生じて いる。

照明

計算対象範囲の計
算の精度向上と簡
易化の相互のバラ
ンスに非常に大き
く影響する要因で
あり、その計算対
象範囲の区切り方
に関する原則を設
備毎に整理してお
くことが有効と考
えられる。

「主たる居室」を「居間を含むダイニングや台所 との一体的空間」として定義している。
また、廊下やその他の空間が連続していれば空調 区画として一体で定義している。

暖冷房居室・非 居室の
計算対象 範囲

３

照明のスイッチで点灯回路が分かれていることを 調光として評価すると重複となる。Ｌ
ＤＫの場合のみ、多灯分散照明として対応してい るが、その多の居室については評価し
ないことになっている。

照明

評価の重複につい
ても、複数設備の
設置の考え方と同
様に、複数の制御
手法を有する設備
については、それ
ぞれ異なった考え
方が存在するため、
整理する必要があ
る。

暖冷房エネルギー消費量とＱ値の両方で熱交換型 換気の効果を見込んでしまうと重複と
なり、正しく評価ができないため、Ｑ値で熱交換 型換気の効果を見込む、または暖房設
備のエネルギー消費量計算において熱交換型換気 の効果を見込む、のいずれかで評価す
ることになっている。

暖冷房評価の重 複２

リビングルームのみ容量の制限を含めた多灯分散 照明評価が入っており、その他の居室
については、機器の種類として、複数でも白熱灯 が入っているか否か等で画一的に判断
される。

照明

複数の種類の換気設備が有る場合は設計風量が最 も多い設備の分類で評価することに
なっている。

換気

メインキッチンの給湯器や水栓と異なる仕様のミ ニキッチンは、メインのキッチンで評
価することになっている。

給湯

複数設備の設置の
考え方は、暖冷房、
給湯、換気等は、
安全側で容量の大
きい設に着目して
評価することを基
本とするるが、照
明については、複
数も前提とし、代
表的な機器の仕様
としてではない評

価が必要であり、
評価の精度と簡易
化を両立させるた
めには、複数設備
設置の考え方を汎
用的な形でそれぞ
れ整理しておく必
要がある。

居室に複数設備を設置する場合、現状では、エネ ルギー消費量が多いことが想定される
機器で評価することとし、また、同種類の機器を 複数設置している場合（エアコン２台
等）は、一般的に容量が大きい方の設備で評価す ることとしている。その他居室が複数
あり、それぞれに異なる設備を設置している場合 は、床面積が一番広い部屋に設置する
設備の仕様（負荷が大きい室）で評価する。

暖冷房複数設備 設置に
おける評 価

１

方向性各 設備の 具体的な課題共通の課題項目

高効率の角度の段
階幅を細分化し、
それ以外の角度は
幅を広げる等が考
えられる。

太陽光発電の設置位置の評価としてWe bプログラムでは 10度単位での角度段階が設定さ

れている。四捨五入で評価するので、非常に有利 な場合と非常に不利な場合が生じる。
太 陽光
発電

評価段階 と精度９

照明機器の数が多い部屋の容量評価は、室の面積 を勘案しない状況では難しい。また、
器具数が多い照明設備では、過剰な照明計画を行 っても標準的な消費量として判断され
る。

照明

精度と簡易化の両
立のためには、室
毎に設置する機器
が多い暖冷房や照
明設備と、住宅に
対して機器数が固
定される給湯等の
違いで、面積と効

率の関係を整理す
る必要がある。

機器容量の選定方法次第でエネルギー性能が変化 するため、本来躯体の断熱性能を勘案
した機器選定方法・運転方法とする必要がある。 また、このことは住宅の面積の大小と
容量の選定が関係するが、現行では住宅面積を標 準化した評価法であるため現状は勘案
されていない。

暖冷房機器設計 容量と
効率の関 係（住
宅面積と の関
係）

８

運用時の照明器具の照度低下と省エネルギーの関 係については考慮されていない。照明

オフィス等で考え
られる初期照度補
正のような効率の
時系列変化に対す
る評価が今後住宅
として考えられる。

運用時にファン、フィルター及び端末部材などに ホコリ等が蓄積された場合にはその性
能を正確に評価できない可能性が生じる。

換気運用時の 設備状
況の影響

７

不在時には点灯しないことを勘案すると、家族、 生活スケジュールに加えて間取り・面
積の影響が大きい。

照明

給湯と同様に家族人数による違いを主たる要因と する住戸差の影響に対応できない。暖冷房

現状の実態との整
合から、少人数の
生活家族構成・生
活スケジュール
（高齢在宅、若齢
共働き、単身等）
を設定して精度と
簡易化を両立させ
ることが有効と考
えられる。一方で、
多人数の生活スケ
ジュール対応は難
しいと考えられる。

４人家族の標準的な日平均・日変動を再現したモ ードを採用しているため、家族人数に
よる違いを主たる要因とする住戸差の影響に対応 できない。人数が少ない家族構成（ 2
人など）で評価を適用すると倍の消費量として評 価されることになる。

給湯家族・生 活スケ
ジュール の違い
の影響

６

簡易化と精度の両
立には、面積の相
互関係ではなく面
積影響が大きい
LD Kの 影響 だけを
考えるなどの方向
性。

L DK とその他居室、非居 室の相互の面積割合が大きく異なる間取りでは、総消費量 の誤
差が大きくなる（ただし、その影響が大きい度合 いは LDK の面積＞その他居室＞非 居室
である）。

照明間取りの 違いの
影響

５

照明の場合は小空間であっても照明機器が設計時 の計画上設置されていれば評価するこ
ととしており、一方、照明計画上含まれていない 場合は、評価対象とならない。

照明

設計のプロセスに
おける設備導入計
画との関係と評価
について整理する
ことが有効と考え
られる。

床から天井までを専有している家具等の場合は室 面積から除外することとしている
（キッチンユニットやトールユニット）。

暖冷房造作家具 との取
合いと計 算対象
範囲

４

原則として空間が連続していても、照明区画とし て分離される場合は異なる空間として
評価する。一方で、LD K のように面積の区分けが煩雑で、その区分け方が評価結果 に影
響する場合、評価の簡易化の観点から一体空間と して考えるため、例えばキッチン照明
に小型白熱灯が入っているためにLD K全体の評価が悪くなるなどの不具合が生じて いる。

照明

計算対象範囲の計
算の精度向上と簡
易化の相互のバラ
ンスに非常に大き
く影響する要因で
あり、その計算対
象範囲の区切り方
に関する原則を設
備毎に整理してお
くことが有効と考
えられる。

「主たる居室」を「居間を含むダイニングや台所 との一体的空間」として定義している。
また、廊下やその他の空間が連続していれば空調 区画として一体で定義している。

暖冷房居室・非 居室の
計算対象 範囲

３

照明のスイッチで点灯回路が分かれていることを 調光として評価すると重複となる。Ｌ
ＤＫの場合のみ、多灯分散照明として対応してい るが、その多の居室については評価し
ないことになっている。

照明

評価の重複につい
ても、複数設備の
設置の考え方と同
様に、複数の制御
手法を有する設備
については、それ
ぞれ異なった考え
方が存在するため、
整理する必要があ
る。

暖冷房エネルギー消費量とＱ値の両方で熱交換型 換気の効果を見込んでしまうと重複と
なり、正しく評価ができないため、Ｑ値で熱交換 型換気の効果を見込む、または暖房設
備のエネルギー消費量計算において熱交換型換気 の効果を見込む、のいずれかで評価す
ることになっている。

暖冷房評価の重 複２

リビングルームのみ容量の制限を含めた多灯分散 照明評価が入っており、その他の居室
については、機器の種類として、複数でも白熱灯 が入っているか否か等で画一的に判断
される。

照明

複数の種類の換気設備が有る場合は設計風量が最 も多い設備の分類で評価することに
なっている。

換気

メインキッチンの給湯器や水栓と異なる仕様のミ ニキッチンは、メインのキッチンで評
価することになっている。

給湯

複数設備の設置の
考え方は、暖冷房、
給湯、換気等は、
安全側で容量の大
きい設に着目して
評価することを基
本とするるが、照
明については、複
数も前提とし、代
表的な機器の仕様
としてではない評

価が必要であり、
評価の精度と簡易
化を両立させるた
めには、複数設備
設置の考え方を汎
用的な形でそれぞ
れ整理しておく必
要がある。

居室に複数設備を設置する場合、現状では、エネ ルギー消費量が多いことが想定される
機器で評価することとし、また、同種類の機器を 複数設置している場合（エアコン２台
等）は、一般的に容量が大きい方の設備で評価す ることとしている。その他居室が複数
あり、それぞれに異なる設備を設置している場合 は、床面積が一番広い部屋に設置する
設備の仕様（負荷が大きい室）で評価する。

暖冷房複数設備 設置に
おける評 価

１

方向性各 設備の 具体的な課題共通の課題項目
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居室における質的な昼光環境評価指標の開発 
Research on the Qualitative Evaluation Method for Daylighted Environment in a Residential Room 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 
住宅研究部 住環境計画研究室              主任研究官         三木 保弘 
Housing Department                      Senior Researcher  Yasuhiro MIKI  
Residential Environment Planning Division  

 
The current evaluation method for daylighted environment in a housing room is still quantitative such 
as aperture ratio of windows. Therefore, this study has explored the qualitative evaluation method for 
daylighted environment considering residential evaluation such as brightness perception or glare 
perception by subjective evaluation experiment using scale model and software simulation. As a result 
of this study, the possibility of the new evaluation method on the daylighting quality for the housing 
was shown.   
 
［研究目的及び経緯］ 

居室における昼光環境評価指標は、従来、昼間にお

ける最低限の量としての明るさを確保することを目的

とし、開口率的な考え方に基づき運用されてきた。例

えば、建築基準法における採光規定（法 28 条 1 項）

では、床面積に対する開口面積割合を一定以上確保す

ることが定められており、建築学会の基準昼光率にお

いては、屋外照度に対する居室内照度の割合として、

およそ開口の割合と比例する形で指標が示されている。

一方、近年の性能規定化の流れの中で、住宅性能表示

制度における「光・視環境」という性能項目が示すよ

うに、居住者が「視る」という側面についても意識さ

れつつある。しかしながら、実際の評価は、単純な開

口率や窓方位によって簡易に行われるのみであり、窓

外の建物等の状況も含めた居室の視覚的な評価は勘案

されていない。平成 18 年 4 月の住生活基本法の施行

により、居住環境について量から質への転換が求めら

れることとなったが、昼間の居室内における光・視環

境に関する指標は、未だもって開口率等に基づく量的

な評価がほとんどであり、居住者の視覚的評価を踏ま

えた質的昼光環境評価指標が強く求められている。 
そこで、本研究では、屋外の状況や開口部の形状・

付属装置（日照調整装置）を様々に変化させた居室を

対象とし、居住者による評価を想定した画像シミュレ

ーション・模型評価実験等を行うことによって、質的

な昼光環境評価指標を検討した。なお、本研究では、

「視環境」としての昼光環境の質と省エネルギー性（昼

光で快適と評価されると照明を無駄に点灯しなくな

る）両立可能性についても副次的に検討した。 
［研究内容］ 

現実の昼光環境は非常に変動が大きいことから、本

研究で検討するような質的な評価指標開発のために居

住者を想定した評価の定量化を行うことは簡単ではな

い。そこで、本研究では、まず、その前段として予測

技術が急速に向上している輝度分布画像による系統的

なシミュレーションを行うことにした（（１））。輝度画

像シミュレーションによることで、居住者の評価との

対応は輝度分布からの推測にになるものの、屋外の状

況や窓周りの状況等の状況を固定して組み合わせた

様々なパターンについてまんべんなく検討することが

可能となる。その上で、昼光環境における明るさ感・

グレアなどの質的評価の定量化は被験者評価実験で検

討する必要があるが、現実の屋外では上述のように変

動が大きく、人工的に再現した昼光環境が要求される。

そこで、本研究では、人工天空に人工太陽を導入した

実験室において晴天・曇天を安定した形で再現できる

ようにし、縮尺室内模型を用いた被験者実験を行うこ

とで、評価の定量化を試みた（（２））。 
（１）輝度画像シミュレーションによる系統的検討 

 屋外状況や日照調整装置を表 1 のように組み合わせ、

室奥から窓面方向の全 120通りの輝度分布画像を作成

した（参考として床面照度分布も作成）。 
表１ 昼光環境シミュレーションの設定条件 

条件 設定
屋外状況 春秋分晴天、夏至晴天、冬至晴天、曇天
時刻（時） 9時、12時、15時
開口部方位 南、東、西
室内形状 奥行4.5mx幅3.6mx天井高2.5m、開口2.0mx2.0m
内装反射率 低（天井70%壁50%床30%）、高（天井90%壁70%床50%）
屋外遮蔽物 なし、あり（緑化壁面）
日照調整装置 なし、横ブラインド、スクリーン  

 作成した輝度分布画像の代表例として、パターンの

根幹となる①、屋外・時刻が異なる②～⑦の基本パタ

ーン、①と日照調整装置、反射率が異なる⑧～⑩のパ

ターンを図 1 に示す。 
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① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑩   

図１ 輝度画像の例（表示範囲 0-10000cd/m2） 

 これらを照度分布と照らして分析した結果、、時刻、

季節、天空等基本的要素の質的影響は輝度分布でかな

り正確に把握でき、画像の相互比較で明るさ・グレア

のおよその状況を主観的に把握できることがわかった。 

（２）人工天空における居室模型による被験者実験 

 続いて実施した被験者実験の設備概要を図 2、実験

条件を表 2、評価項目を表 3 に示す。屋外水平面照度

は A)3,650lx，B)9,370lx（以上天空光），C)122,400lx

（天空光＋直射光） とした。 

 

480 

915 

7000 

直射光 

天空光 
暗室 

 

図 2 人工天空における主観評価実験設備概要 

表 2 実験条件 

表 3 評価項目 

Q2. プライバシーの流出の程度 1 非常に流出する～7 全く流出しない 

Q3. 不快な暗さ部分 室内透視図上にチェック 

Q4. 不快な明るさ部分 室内透視図上にチェック 

Q5. 明暗のメリハリの程度 1 全くメリハリがない～7 非常にある 

Q6. 開放感の程度 1 全く開放感が無い～7 非常に開放感がある

Q7. 人工照明が必要な程度 1 非常に必要～7 全く必要ない 

Q8. 光環境の好き嫌いの程度 1 非常に好ましくない～7 非常に好ましい 

Q9. Q8.の理由 自由記述 

 

図 3 評価実験の状況 

 
ブラインド開-輝度画像  ブラインド閉-輝度画像 

 
ブラインド開-明るさ画像 ブラインド閉-明るさ画像 

図 4 ブラインドの開閉と明るさ知覚の予測 

 
評価実験の状況を図 3、直射光を含む天空化におけ

る、ブラインドの開閉の場合の輝度画像及び明るさ知

覚を予測する明るさ画像（１～13 の段階の数字で表さ

れる局所的な明るさ知覚の予測値）の例を図 4 に示す。

これらの画像と評価結果の関係の分析から、明るさ画

像（明るさ知覚の予測値）と評価結果の対応が比較的

良いことが示された。一方、グレア予測値については

評価結果とあまり対応していないことがわかった。明

るさ知覚については（１）の画像シミュレーションで

実施した系統的な輝度画像と相互に分析することで指

標構築の可能性は十分にあるといえるが、グレアの評

価については定量化に向けてさらに工夫が必要である。   
その他、人工照明が必要な程度に関する評価は、居

室の明るさの評価と大きく関係することが示され、居

室における質的な昼光環境評価項目の設定と省エネル

ギー性の関係の分析の重要性が示された。 
［研究成果］ 

本研究では、屋外状況や開口部形状・日照調整装置

の異なる居室を対象とし、画像シミュレーション及び

再現性を有する人工天空下の模型評価実験を行い、質

的な昼光環境評価指標を検討した。 
［成果の発表］ 
建築学会等で順次発表予定である。 

［成果の活用］ 

本研究の成果は、今後、住宅性能表示、CASBEE す

まいの光・視環境項目等への反映が見込まれる。 

天空 屋外設備 窓条件 屋内設備 実験パターン 

A 無し、ルーバー 
腰高窓、

上下窓 

無し、障子 

ブラインド 

レースカーテン 

25 パターン 

B 無し、ルーバー 
腰高窓 

上下窓 

無し、障子 

ブラインド 

レースカーテン 
25 パターン 

C 
無し、ルーバー、

庇 

腰高窓 

上下窓 

無し、障子 

ブラインド 

レースカーテン 

37 パターン 

①春分 9 時、晴天、南開口、室内反射率低、屋外

遮蔽物なし、日照調整装置なし②12 時になった場

合③夏至になった場合④夏至12時になった場合⑤

冬至になった場合⑥冬至12時になった場合⑦曇天

になった場合⑧ブラインドを加えた場合⑨スクリ

ーンを加えた場合⑩室内反射率高となった場合 
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居住環境の実態と住まい手による居住環境評価に関する基礎的研究 
Basic Study on the actual condition and evaluation of residence environment 

（研究期間 平成20～22年度） 

 住宅研究部 住環境計画研究室                     室   長    長谷川 洋    
 主任研究官    三木 保弘 
 主任研究官    三浦 尚志 

 
［研究目的及び経緯］ 

 本研究は、居住環境水準の向上に向けた課題の把握及び計画手法の検討を行うための基礎データの分析、整備を目的として、

居住環境の実態や住まい手による居住環境評価に関する基礎的データの収集を行うとともに、住居住環境の実態を把握し、居

住環境の実態と住まい手による居住環境評価との関連分析等を行う。平成21年度は、平成20年住宅需要実態調査の分析等を

行い、住宅（単体）に対して不満を持っている世帯は経年的に減少していきているが（平成 5 年調査の 49.4％→平成 20 年調

査 32.0％）、住宅まわりの「住環境」に対する不満は経年的にほとんど改善しておらず（平成 5 年調査の 32.5％→平成 20 年調

査 32.3％）、また、住環境の評価が「住まい・住環境の総合評価」に及ぼす影響が高いことなどを明らかにした。また、建設

住宅性能評価書の取得物件や近年建設されている住宅（共同住宅等）を対象に、環境・省エネへの配慮や周辺の住環境への配

慮等の観点から、その性能特性の実態を分析、把握した。 
 

地域特性に応じた住宅施策の効果計測手法の開発 
Development of policy evaluation technique of Local Housing policy. 

（研究期間 平成20～22年度） 

 住宅研究部 住環境計画研究室                     室   長    長谷川 洋    
   
 ［研究目的及び経緯］ 

 地方分権の推進の中で、国民の住宅や居住に対するニーズが地域において多様化・高度化してきており、地方公共団体が自

主性と創意工夫を生かした住宅施策を展開することがますます重要になっている。しかし、地方公共団体の住宅施策について

は、効果計測の取り組みの歴史は浅く、そのノウハウが十分に蓄積されていない場合が多い。また、地域の住宅施策は、その

目的に応じた様々な施策実現ツールを組み合わせ、行政区域全域にわたって広域的に実施することが多いという性格上、直接

的な施策効果の計測が難しく、合理的な効果計測手法も確立しているとは言い難い。このため、本研究は、地方公共団体が地

域の特性や課題に応じて実施する多様な住宅施策を対象とし、施策タイプごとにプロトタイプとなる施策効果・効率性の計測

手法及び施策効果等の基準値を開発することを目的とする。 

 平成21年度は、昨年度作成した地域住宅施策のアウトカム評価のためのロジックモデル案及び成果指標案に基づき、①地方

公共団体（市町村レベル）の内部データ等を活用したアウトカム評価の可能性に関する調査検討、②地域住宅施策のアウトカ

ムの展開（波及）プロセスに影響を及ぼしうる外部要因の調査整理、③既往のインパクト評価手法の地域住宅施策への適用可

能性に関する調査検討及び地域住宅施策に適したインパクト評価手法についての検討、を行った。 
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住宅品質確保と瑕疵担保履行の推進方策に関する調査 

Research on Promoting Measures for Assurance of Housing Quality and Execution of Defect Liability  
（研究期間 平成20～22年度） 

 住宅研究部                             住宅生産研究室長     杉山  央 
                                住宅生産研究室研究官     角倉 英明 

住宅計画研究室長     森  正志 
住宅瑕疵研究官     高橋  暁 

 

［研究目的及び経緯］ 

平成17年11月に構造計算書偽装問題が発覚すると、品確法（平成12年4月施行）によって売主及び請負人に対して

義務付けられた、新築住宅における10年間の瑕疵担保責任が履行されないケースがあることが明らかとなった。このよ

うな事態を受け、住宅瑕疵担保履行法が成立し、昨年10月1日以降に所有者に引き渡す住宅の建設業者及び宅地建物取

引業者による資力確保（保険への加入、または保証金の供託のどちらかの方法）が義務付けられることとなった。住宅

瑕疵に関連する紛争の増加が見込まれるため、円滑な瑕疵担保責任の履行や関係機関による迅速な処理が望まれる。 

このような状況の下、本研究では、住宅の不具合傾向と品質確保の取り組みの現状を明らかにし、民間事業者におけ

る実態を踏まえた品質管理技術のあり方を整理・検討することにより、住宅品質の安定的な確保及び円滑な瑕疵担保責

任の履行の推進につながる基礎的な資料を作成するものである。 

平成21年度は、住宅不具合に関連する既存資料の収集に加え、特に工務店など中小建設業者を対象にした建設現場に

おける品質管理の実態、および住宅不具合の発生が多い木造住宅の工程のあり様を明らかにするところまで実施した。 

 

住宅品質向上のための部材生産技術に関する基礎的研究 

Study on Production System of Housing Components for Improvement of Housing Quality 
（研究期間 平成20～22年度） 

 住宅研究部 住宅生産研究室                          室 長     杉山  央 
 研究官     角倉 英明 

 
［研究目的及び経緯］ 

住宅の品質を向上させるため、住宅に用いられる部材の生産プロセスにおける品質確保の向上が望まれている。本研

究では、大型の共同住宅等を建設する際に主流となっているプレキャストコンクリート工法などを取り上げ、そこで用

いられるプレキャストコンクリート部材の生産技術等に関する調査研究を行っている。 

近年では、壁・床などに加えて、柱・梁についてもプレキャスト化が進められている。柱・梁など部材厚の大きなプ

レキャストコンクリートでは製造過程における外部からの加熱のみならず、セメント水和熱の蓄積による内部での温度

上昇も作用するため、部材厚の小さな壁・床などのプレキャストコンクリートとは異なった温度履歴を示し、さらに、

この特異な温度履歴が強度特性に大きな影響を及ぼす。このため、部材厚の小さなプレキャストコンクリートに用いら

れてきた従来の生産方法および品質管理手法を、部材厚の大きなプレキャストコンクリートにそのまま適用することに

は問題が危惧されている。 

平成21年度は、プレキャストコンクリートを製造する際に重要となる調合設計に関する現状を調査した。 
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ICタグを活用したコンクリートのトレーサビリティ確保に関する研究 

Study on Traceability of Concrete Production Using IC-tag Technology 
（研究期間 平成21～23年度） 

 住宅研究部 住宅生産研究室      室   長     杉山  央 
研 究 官     角倉 英明 

 
［研究目的及び経緯］ 

平成20年6月、本来使用が認められていない材料を混入させた生コンクリートが出荷され、マンションや戸建住宅の

建築に使用されていた事実が発覚した。この偽装事件は大きな社会問題となり、コンクリート製造分野におけるトレー

サビリティ確保の重要性が強く認識されるようになった。 

本研究では、コンクリート製造分野における偽装防止および品質管理や検査の合理化・省力化を目指し、ICタグを活

用してコンクリートの製造、現場への運搬、荷卸し、施工に至るまでの履歴情報を記録・保存するトレーサビリティ確

保技術について検討する。具体的には、初期情報を記録したICタグをコンクリートに投入し、現場での受入れ検査、施

工後の検査等において発生した新たな情報をコンクリート中のICタグに追記することを想定している。コンクリート中

に入れたICタグを取出すことは困難なので、すり替え防止につながる。また、履歴情報がコンクリート自身に保存され

るため、紛失することがない。 

平成21年度は、ICタグを埋め込んだコンクリートの物理的性質やICタグの通信性能の変化について調査した。 

 

コンクリートの発熱・熱伝導・水分拡散モデルを統合した強度推定システム 
System for predicting the concrete strength integrated the model of heat, thermal conductivity and moisture diffusion 

（研究期間 平成21～23年度） 

 住宅研究部 住宅生産研究室      室   長     杉山  央 
 
［研究目的及び経緯］ 

 コンクリートは硬化過程における温度条件や水分条件によって硬化後の性質が大きく変わる材料である。例えば、柱

や梁などの断面厚が大きなコンクリート構造体では、セメントの水和熱が構造体内部に蓄積されることにより高温状態

となり、この現象が長期的な強度発現に影響を及ぼす。また、壁や床などの断面厚が小さなコンクリート構造体では、

脱型後の水分逸散が著しく、この初期乾燥が強度発現に影響を及ぼす。要求性能を確実に満足させたコンクリート構造

体を施工するためには、このような影響をあらかじめ定量的に予測し、調合計画や製造計画に反映させることが必要と

されている。本研究課題の目的は、コンクリート構造体内部で生じる発熱、熱伝導および水分拡散の影響を取り込んだ

構造体コンクリートの強度推定システムを開発することにある。 

 平成21年度は、①コンクリート構造体の水分拡散モデルの開発および②コンクリート試験体中の水分拡散を定量的に

把握するための実験を実施した。 
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都市の公共空間における防犯まちづくり手法の研究 
Study on Crime Prevention through Spatial Design in Outdoor Public Spaces in Cities 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
都市計画研究室          室長              明石 達生 
Urban Planning Division                          Head             Tatsuo AKASHI 
都市防災研究室                         主任研究官           山岸  裕 
Urban Disaster Prevention Division          Senior Researcher  Yutaka YAMAGISHI 
都市施設研究室                            主任研究官        高栁百合子   
Urban Facilities Division                              Senior Researcher  Yuriko TAKAYANAGI 

 建設経済研究室                   研究官           芮 京禄 
 Construction Economics Division                      Researcher              Kyonroku YE 
 

The final aim of the study is to clarify the methodology to design safe outdoor environment for children to go 
out without threat of crime. The research team conducted questionnaire surveys to parents having 10 years old 
children and revealed the facts such as negative impressions of parents on specific routes and places restrict 
children’s spatial sphere of active daily movements. 
 
［研究目的及び経緯］ 

安全・安心な都市づくりにおいて、子どもの防犯は

重要である。子どもが戸外で生き生きと活動できる都

市環境にするには、公園や生活街路といった都市の公

共空間が防犯上安全でなければならない。 

犯罪の抑制にとって、警察力や地域住民の防犯活動

など人と組織の取組みが重要なのは疑いないが、都市

には犯罪の起きやすい場所と比較的安心できる場所が

ある。建物の配置、空き地、植栽、人通りといったま

ちを構成する空間的要素の特徴もまた、犯罪の起きや

すさや人々の安心感・不安感と関連があることはほぼ

定説となっており、そうした都市の空間構成に関する

具体的な知見を蓄積し、実際の都市の各部分を犯罪の

起きにくい空間へと再構成することができれば、都市

整備が犯罪の抑制に寄与することになる。さらに、公

園や通学路など子どもが利用する屋外空間について、

放課後から日没までの時間帯など時間と空間範囲を限

って地域住民の視線が行き届くような場所をつくり出

し、あわせて交通上の安全対策をも講じれば、日本の

都市を親が安心して子どもを戸外に行かせることので

きる環境に再生することが可能となるはずである。 

 本研究は、上記の問題意識の下、都市の公園と生活

街路を対象に、小学三年生の保護者アンケートと都市

空間の現地調査を元に、子どもの防犯環境を分析した

ものである。 

［研究内容］ 

（１）公園における犯罪等の発生実態 

人に危害を加えるおそれのある犯罪等の発生実態は、

実はなかなか掴むことが難しい。中村攻(2002)1)によ

れば、小学生に実際に聞くとかなりの割合の児童が近

所で危ない目にあった経験があるが、統計上把握でき

る警察への被害届に至ることは滅多にない。そこで本

研究では、小学生の児童を持つ保護者の見聞によって

各公園の犯罪等の発生実態を把握することとし、居住

人口の多い住宅都市である松戸市の小学校９校を対象

に小学３年生の保護者 597 世帯にアンケートを実施

(回収率 82%)し、106 箇所の公園について情報を得た。

その結果、約６割(66 箇所)の公園において人が危害を

受けるおそれのある犯罪等の情報が寄せられた。 

 図１は、寄せられた情報を犯罪等の内容別に回答数

で示したものである。これを見ると「声かけ・追いか

け」、「露出・わいせつ行為」が突出しており、公園の

防犯対策はこの種の犯罪の抑制に焦点を当てることの

必要性が示されている。 

図１ 公園で発生する犯罪等の種類 

 公園の外形的特徴で何が犯罪等の発生の有無に関係

しているのだろうか？発生に関連する危険因子を抽出

する方法として、名義ロジスティック回帰分析を行っ

た。 
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犯罪等発生の有無は、情報の信頼性を考慮して発生

の認知率が１割以上で分けた。危険因子の抽出にはス

テップワイズ法を用い、得られたモデルよりパラメー

ター推定値が不安定なものを除いた。その結果抽出さ

れた要素が表 1である。  

分析の結果、公園のトイレは犯罪等の顕著な誘発要

因であること、見通しの悪い公園は犯罪が発生しやす

いことが示された。なお、小学校までの距離が近い公

園での犯罪等の発生は、現場の状況を見たところ校舎

裏の北側の公園が多かった。これは、犯罪等のターゲ

ットとなり易い小学生がよく利用し、かつ校舎裏が長

い距離に渡って人の目が届きにくい空間となっている

ためと考えられ、防犯上の盲点が明らかになった。 

表１ 犯罪等発生に関係する公園の特徴 

 
パラメータ

推定値 
ｐ値 オッズ比 

モデル全体

の検定ｐ値

トイレの有無 1.039 0.004 7.98 

小学校までの距離 -0.003 0.097 0.05 

中学校までの距離 0.001 0.252 5.99 

見通し率 -3.557 0.072 0.04 

切片 -3.082 0.836  

0.0007 

（２）生活街路 

 子どもが戸外で自由に行動できるかどうかには、保

護者のまちに対する安全意識が大きく関係している。

外出の安全には、防犯と交通安全が二大要素と考えら

れるが、住宅地内の生活道路について、親はどのよう

な道路に安心感を持ち、不安感を抱くのであろうか。

これを探るため、歩行者専用道路や歩車共存道路を含

む多様な生活街路のある地区として栃木県小山市内の

住宅地を選び、２校区の小学校３年生の児童の保護者

255 世帯にアンケートを実施(回収率 85%)した。 

 図２は、生活道路に関し保護者による防犯上の評価

について、赤が不安、青が安心と感じる道路である。

また、図３は、暗くない時間帯において大人が同伴せ

ずに子どもだけでの外出に用いられている経路である。

両者を見比べると、保護者の不安感の少ない道路にお

いて子どもの利用頻度が高いことが見て取れる。今後

は、保護者の不安感の原因となる空間要素をさらに明

確化する予定である。 

［研究成果］ 

公園において警察への被害届に表れない犯罪等発生

の実態を把握するとともに、犯罪等の種類の特徴およ

び犯罪等を誘発しやすい空間要素を明らかにした。 
また、生活道路については、子どもたちの外出経路

や利用頻度と保護者の不安感及び安心感に相応の関連

性があることが示された。 
［成果の発表］ 

公園の防犯については下記を提出した。生活街路に

ついても分析が整い次第順次発表の予定である。 

1) 山岸裕、明石達生：「公園における犯罪等の発生情

報と空間特性及び子どもの公園利用状況に関する

研究」、日本都市計画学会（査読審査中） 

 

 

図２ 子どもの防犯に関する生活道路の評価 

（青が安心、赤が不安、線１本が１名の回答） 

 

図３ 子どもだけによる外出経路 

［成果の活用］ 

子どもが被害者となる街頭犯罪については国民の関

心が高く、それが親の心理に影響し子どもが戸外で自

由に遊ぶことを妨げる要因となっている。一方、諸外

国には住宅地を柵で囲い外部に閉鎖するゲーテッドコ

ミュニティが普及した国もあるが、わが国の都市がそ

の方向に向かうのは好ましいとは言えない。今後、研

究成果の蓄積を進め、わが国の都市に適した防犯環境

設計の指針を作成することを目標としたい。 
 
補注、1) 中村攻 (2002) 「子供たちはどこで犯罪にあ

っているか－犯罪空間の実情・要因・対策－」晶文社 
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英国の郊外大型店に対するコールインの状況 
Research on Call-in Intervention to Large Scale Retail Establishments in UK 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
都市研究部 都市計画研究室               室長        明石 達生 
Urban Planning Department               Head         Tatsuo AKASHI 
City Planning Division 

 
“Call-in” is a part of the UK planning system relating to intervention by the national 

government. The Secretary of State may call specific applications for planning permission in for his 
own determination instead of the local authority. Surprisingly to us Japanese, not a few call-in cases 
has been executed every year. Why could it be possible? This study clarified the reasons.  
 
［研究目的及び経緯］ 

コールインとは、本来自治体が行う開発許可につい

て、国が必要と判断した場合、自治体の権限を停止し

て許可・不許可の判断を国がみずから行う制度である。

英国では、都市農村計画法第７７条にコールインの根

拠規定が設けられているが、この条文はいわゆる抜か

ない伝家の宝刀ではなく、実際に毎年数十件の実行が

ある。 
コールインの発動は、郊外部のロードサイドに出店

しようとする大型店に対する場合が多い。その構図は、

大型店の立地を許可しようとする自治体に対して、持

続可能な開発による都市政策を推進する国が、待った

をかけるというものである。 
商業施設の立地が都市の中心部でなく郊外部のロ

ードサイドに拡散していく現象は、都市生活の自動車

依存と公共交通の衰退を招き、自家用車を利用できな

い人々に不便を強いる都市構造をつくるとともに、都

市の低炭素化にも逆行する。そのため、モータリゼー

ションがひき起こす都市の拡散に歯止めをかけ、都市

構造を集約型に誘導する政策を国が掲げていることは、

日英共通である。しかし、わが国がそのための開発規

制の実施を全面的に自治体に委ねているのに対して、

英国ではコールインという方法によって必要に応じて

国の介入が行われているという違いがある。 
そこで、本研究では、わが国と共通の政策目標を掲

げながら、わが国とは異なりその実現のための開発規

制に国が強いアプローチをとる英国について、自治体

の許可行為に対する国の介入がどのような場面でいか

なる方針によって行われているのかを解明する。 
［研究内容］ 

（１） 法令上の構成と手続き 
コールインの対象となる開発案件は、根拠規定の都

市農村計画法第 77 条には限定がないが、大臣が発出

した 5 本の指示通達（direction circular）において、地

方計画庁（自治体）が計画許可を行おうとする場合に

事前に大臣に通知（notify）が必要な開発申請の種類が

指定されている。コールインは、基本的にはこの通知

のあった開発申請の中から必要なものに対して行われ

る。 
小売店舗開発に関して、指示通達は、次のいずれか

に該当する申請を対象と定めている。 
1) 都市計画に一項目以上適合しない開発の計画許

可申請（Departure Application）であって、自

治体が不許可としない予定のもので、物販、娯

楽、事務所又は複合商業に供する延べ床面積が

5,000 ㎡以上の場合 

2) 延べ床面積が 20,000 ㎡を下回らない買い物用

途を含む開発の場合、若しくは、延べ床面積が

2,500 ㎡を下回らない買い物用途の開発で、申

請中又は5年以内に許可を受けた半径10マイル

以内の同種の開発との累計が 20,000 ㎡を超え

る場合 

自治体からの通知は、いったん国の地方支分局

（Government Office）に提出され、地方支分局がコー

ルインの必要性のあるものを選別して本省 (DCLG; 
Department of Community and Local Government)に
見解を付して申達する。申達を受けた大臣は、コール

インをしないと決定した場合には、その旨を通知し、

許可・不許可の決定は通常どおり自治体が行うことに

なる。ここまでの所要時間は、21 日以内が目標とされ、

必要な場合さらに通常 28 日以内で延長される。 
大臣がコールインをすると決定した場合には、その

旨の指示がされ、それ以降は自治体の許可権限がなく

なり、国に移る。DCLG 内には、このような個別案件

に関する大臣判断を扱う部署として、PCCD (Planning 
Central Casework Division)がある。コールインを決定
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すると、PCCD は計画審査庁(Planning Inspectorate)
と協議してスケジュール(Timeframe)を設定し、開発申

請者と自治体に通知する。計画審査庁は DCLG 付属の

独立行政機関であり、ここに所属するインスペクター

が査問会を主催し、案件に関する実証材料（evidence）
を集めて、結論と見解（recommendation）を含む報告

書（Inspector Report）を作成する。報告書を受け取っ

た PCCD は、これをさらに吟味し、大臣の許可又は不

許可の決定とその理由を記した決定通知書（Decision 
Letter）を作成し、開発申請者に通知する。 

以上の手続きの流れを図１に示す。全手続きに要す

る期間は、DCLG の目標では概ね 40 週間である。な

お、開発申請者が大臣の決定に異議がある場合は、裁

判所に提訴できる。 
 

開発申請者

地方自治体

国の地方局
大臣

コールインの判断

大臣
許可・不許可の判断
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許可の決定通知

不許可の決定通知

 

 
図 1 コールインの手続きの流れ 

 

 （２） 国の判断基準 

コールインをするかどうかの判断基準は、1999 年に

国会議員の質問趣意書に対する書面答弁で示された。

これは「カボーン・クライテリア」と呼ばれ、次の５

項目が挙げられている。 

1) 重要事項で国の政策と対立する可能性がある場合 

2) 地域を越え重大な影響を及ぼす可能性がある場合 

3) 地方又は国レベルの大きな論争を提起する場合 

4) 建築・都市デザイン上の重大な事項がある場合 

5) 国の安全又は外国政府の関心事を含む可能性があ

る場合 

 また、 許可・不許可の判断基準は、一律的なもので

はなく個別案件ごとに事情を参酌した総合判断となる

が、国が発出した都市計画の運用指針 PPS (Planning 

Policy Statement) が重要な拠り所となる。特に小売

店舗開発に関しては PPS6 (中心市街地の都市計画)が

中心となるが、これには「開発の必要性のアセス」、「適

正規模の特定」、「立地選定の方法」など方法が具体的

に示され、かつ、自治体に実施を要求している。 

（３）適用事例における国の判断の根拠 

コールインを適用した具体的な案件について、国が

実際の判断をどう行っているかを表１に示す。事例は、

ストックポート市の工場跡地に計画された大型家具店

と、ロンドン郊外のクロイドン区で計画されたロード

サイド店舗で、いずれも国が不許可の判断を下したも

のである。不許可の決め手となった根拠は、いずれも

国の指針 PPS との不適合であった。 

 

表１ 事例にみる国の判断の根拠 

 
 

［研究成果］ 

英国において、国が個別の開発案件の許可に直接介

入する理由は、集約すると次の３点にまとめられる。 
1) 都市計画・開発許可によって実現が図られるべき

国の政策目的が明確にされている。それは、大き

くは「持続可能な開発」であり、郊外大型店に関

しては中心市街地の活性化と自家用車を利用でき

ない人でもアクセスできる都市構造である 
2) 自治体の判断に委ねていては国の政策目的が達成

できない場合が存在することに国民合意がある 
3) 国の文書により、判断の観点と技術的な方法が具

体的に示され、どうであれば国の政策に適合する

かの峻別が可能であるとともに、国の介入可能性

がある対象が明らかにされている 
［成果の発表］ 
1) 明石達生、馬場美智子：英国のコールイン制度に

おける国の介入の論理 -小売店舗の計画許可を

対象として-，都市計画論文集 43-2, p.19-24, 

2008.10 （日本都市計画学会審査付き論文） 

2) Tatsuo Akashi: Amendment of the City Planning Law 
for Controlling Large Scale Retail Institutions, CPIJ 
News Letter No.28, The City Planning Institute of 
Japan, 2007.12 

［成果の活用］ 

 本研究の成果は、都市計画行政における国の役割

と地方への関与及び国の技術的指針に関する国際比

較研究として、国の施策づくりの参考となる。 
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市街地火災時の避難安全性解析モデルの検討 

Research of Cost Estimate Standards for Harbor-Construction Works  
（研究期間 平成21～23年度） 

 都市研究部 都市計画研究室 主任研究官     岩見 達也 
 主任研究官     大橋 征幹 
［研究目的及び経緯］ 

 大規模地震時には建物倒壊や多数の火災の発生により、避難が困難な状況が発生する可能性があり、中には木造密集

市街地等早急に対策を講じる必要のある市街地も存在する。対策の優先順位付けを行うためには広範な市街地の避難安

全性を評価・比較する必要があることから、評価を行うためのデータ整備や評価そのものに時間・労力のかからない簡

便な手法が有効である。 

 本課題では、広範な地域でのパラメータの入手が比較的容易な市街地構造情報及び人口密度、想定出火密度等の市街

地指標から、地域住民の避難安全性を解析的に求める理論モデルを検討する。 

 平成21年度は、避難安全性に関する理論モデルの原案検討を行い、評価対象市街地面積、可燃建築物棟数、老朽建物

棟数、道路延長、行き止まり道路の割合、人口密度、出火密度等を入力パラメータとするモデル原案の作成を行うとと

もに、指標とする入力パラメータの入手可能性に関する検討を行った。 
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都市整備事業に対するベンチマーク手法適用方策に関する研究 
Research on a Application of Benchmarking Method to the Management of Urban Development 

Projects 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
都市研究部        部長  山下 浩一 
Urban Planning Department                        Director         Koichi YAMASHITA 
都市研究部 都市施設研究室              室長            西野 仁 
Urban Planning Department              Head              Hitoshi Nishino 
Urban Facility Division 

 
We proposed Benchmarking Methods to the Management of Urban Development Projects(In 

particular, readjustment projects) in order to support local authority implement the projects efficiently 
and effectively.  Specifically, 1) indexes for Comparative Study on the Projects, 2) Check sheets for 
Progress and Cost management, 3) Collection Success Factors. 
 
［研究目的及び経緯］ 

地方分権の趣旨を踏まえ、地域特性や課題を踏まえ

た、地域の創意工夫による多様な都市整備の推進が求

められているものの、都市整備の主な担い手である市

町村には専門技術者が不足している状況にある。また、

地方の厳しい財政事情の中で、従来以上に集中と選択

が求められており、緊急に整備が必要な地区において

効率的に都市整備事業を実施することが求められてい

る。一方、アングロサクソン諸国を中心に、ニュー・

パブリック・マネジメントの中核技術であるベンチマ

ーク手法が普及し、行政の業務改善に効果を上げてい

る。そこで、本研究において、効率的かつ効果的な都

市整備事業の計画・事業実施を支援するベンチマーク

技術の開発を行うことを目的とする。 
［研究内容］ 

検討対象を設定し、その上で、異なる地区相互を比

較する客観的なベンチマーク指標の設定、成功事例等

の要因分析の検討を行い、地方自治体等で活用可能な

都市整備事業に適用可能なベンチマーク技術としてと

りまとめることとした。 

（１）検討対象の設定 

市街地整備施策において、「市街地整備の量的充足

から市街地ストックの質的向上」へとその重点を大き

くシフトしていくことが求められており、都市整備事

業の代表的な事業である土地区画整理事業において、

既成市街地における実施のニーズが高まってきている

ことから、検討対象事業地区を、既成市街地における

土地区画整理事業とした。具体的には、国土交通本省

にて収集している土地区画整理事業実施状況データ

（平成 18 年 3 月）の約 7,000 地区のうち、既成市街

地で実施された若しくは実施中の土地区画整理事業地

区を、昭和 50 年以降の DID 内、1980 年度以降に事業

認可を受けた地区、従前市街化率が 50％以上、従前戸

数密度が 10 戸／ha 以上の４つの条件で絞り込んだ

363 地区を検討対象とする基本データとした（表-1）。 
表-1 363 地区の事業認可年代及び施行者の分布 

施行者 1980～ 1990～ 2000～ 計(地区)
個人・共

同 
0 1 3 4(1%)

組合 10 12 7 29(8%)

都 道 府

県 
3 5 0 8(2%)

市町村 104 161 56 321(88
%) 

都 市 再

生機構 
0 0 1 1(1%)

 117(32%) 179(49%) 67(19%) 363 
なお、通常、都市区画整理事業における事業期間は、

事業認可から事業完了までを指すが、本研究の目的で

ある計画・事業実施支援を念頭に置いた場合、評価対

象期間として、事業認可前の事業計画策定、合意形成

の期間におけるマネジメントも重要であることから、

事業着手～事業決定（認可）、事業決定（認可）～仮換

地指定、仮換地指定～換地処分、換地処分～事業完了、

の４段階を想定し、事業着手から事業完了までの期間

を総事業期間として分析・評価の基本とすることとし

た。 

（２）多様なベンチマーク指標の検討 

効率的な実施は、如何に事業費を抑え、期間を短く

するかが重要な視点であるので、ベンチマーク指標と

して、事業費、事業期間を考えた。これら指標につい
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て、客観的な地区間比較をする場合、

難易度の違いにより指標値を標準化

して比較することが重要であるため、

まず、難易度を選定した。考えられ

る難易度として、基本データにある

項目から整理したところ、施行面積、

土地所有者、筆数、現況戸数、要移

転数の５項目について、決定係数が、

総事業費については 0.4～0.7、総事

業期間については 0.2～0.4 とある

程度の相関があることがわかったの

でこれを難易度候補とし、次の段階

に活かした。 

（３）チェックシートの開発 

更に検討を進め、ある地区の施行

者等が、評価対象となる期間内の、

ある時点での進捗状況が、全国他地

区との比較で進んでいるのかどうか

を自己評価できるチェックシートの

イメージを整理した。この際、進捗

率の時系列変化の平均的な姿（平均

進捗カーブ）がわかれば、それとの

比較を行うことで、全国の他の地区

との比較が可能となるが、このデー

タは、基本データにはないので、全

国の施行者等に調査票を配布し、デ

ータを収集して求めた。ここで、進

捗管理の指標は、事業への合意形成

の度合いを表す指標として、「同意

率」（主に着手から認可まで）、工事

等の進捗を表す指標として、「建物

移転戸数率」等（主に仮換地から換

地処分まで）を想定した。また、同

様に、コスト管理のためのチェック

シートイメージも整理した。 

（４）成功事例の要因分析 

基本データ 363 地区のうち２５地区の施行者からヒ

アリングを行い、成功事例の要因とノウハウの抽出を

行った。具体的には、事業立ち上げ段階における合意

形成、合意形成に向けた地元組織づくり、事業推進に

おけるスタッフづくり、移転・施工方法の工夫、用地

の先買い、他事業との合併施行、の項目について、他

地区に応用できそうな要因やノウハウを抽出し、４つ

の段階毎に整理した。これらはチェックシートと併せ

て使用することで、他地区との比較とそれに基づく改

善検討が可能となるようにとりまとめた。 

 

図 1 進捗管理チェックシートイメージ例 
 
［研究成果］ 

 効率的な事業執行に向けた進捗管理やコスト管理を

支援するチェックシートのイメージを開発した。また、

併せて活用できる成功事例要因集をとりまとめた。 
［成果の発表］ 

第 41 回土木計画学研究発表会（2010.6）で発表する

予定である。 

［成果の活用］ 

全国の土地区画整理事業を所管する地方自治体にチ

ェックシートや成功事例要因集をとりまとめの上、配

布予定である。 

【チェック時必要項目（インプット事項）】　黄色のセル：当該地区検討時点の数値
【チェック結果（アウトプット事項）】　緑色のセル

○地区難易度に応じた標準的期間の算出・進捗状況評価

施行面積X1（ha） X1
施行面積X1に応じた

標準的な
「着手～完了」期間

tsx1
X1,X2に応じた

標準的な
「着手～完了」期間

ts

要移転数X2（戸） X2
要移転数X2に応じた

標準的な
「着手～完了」期間

tsx2

当該地区の期間
（見込等）

全国平均 当該地区の標準的
な期間

着手～認可(年) t0 7年 着手～認可(年) ts0

認可～仮換地（年） t1 3年 認可～仮換地（年） ts1

仮換地～換地(年) t2 9年 仮換地～換地(年) ts2
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○事業の改善策

・標準より建物移転が遅れている場合の改善策として、「成功事例の要因」を参照

進捗管理のためのベンチマークチェックシート（イメージ）
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施行面積・事業期間
相関図より算出

要移転戸数・事業期
間相関図より算出

標準的建物移転戸数率進捗図

ベンチマーク指標名：
建物移転戸数率

Ci＜Csiの場合・・・標準より建物移転が遅れている

施行面積・事業期間相関図 要移転戸数・事業期間相関図

ti/ts2
換
地
処
分

100%

Csi

0

建物移転戸数率

期間
仮
換
地
指
定

Ci

施行面積ー事業期間（着手～事業完了）

y = 0.2074x + 19.043

R
2
 = 0.2233

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

期間

線形 (期間)

要移転戸数ー事業期間（着手～完了）

y = 0.0127x + 19.013

R2 = 0.2354

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

期間

線形 (期間)

1

○

170



 
 

街区レベルのエネルギー構造改善方策に関する研究 

Management of Urban Transport Database 
（研究期間 平成21～23年度） 

 
都市研究部 都市施設研究室     室   長    西野   仁 

主任研究官    高柳 百合子 
 
［研究目的及び経緯］ 

京都議定書目標達成計画では、エネルギーの効率的な利用について都市政策での対応として「街区レベルや地
区レベルでの面的な対策を導入することにより低炭素型都市の構築を推進する」ことが求められている。しかし、
主体が明確な個人による建物レベルの取組は進展しているが、複数主体が関与する街区レベルの取組については、
未だ十分に進展していない。 
このため都市施設研究室では、土地利用密度の高い都市中心部の業務地区を対象として、街区単位で都市機能

更新と併せてエネルギー構造改善を実施する方策について、技術的な要件や複数主体の合意形成手続き等の課題
を踏まえた研究を実施する。最終的には、地方自治体等が活用可能な街区レベルのエネルギー構造改善方策の指
針を作成することを目指している。 
平成 21 年度は、既存事例における事業成立要因の分析、最新技術による新しい街区レベルのエネルギー構造の検討、

事業による街区 CO2 排出量削減等効果の試算までを行った。 
 

ＰＴ調査の改善と活用方策のあり方に関する研究 
Research on a Further Development of the Person Trip Survey and Utilization 

（研究期間 平成20年度～） 

都市研究部 都市施設研究室     室   長    西野   仁 
主任研究官    高柳 百合子 

 
［研究目的及び経緯］ 

 近年、人口減少等の社会経済環境の変化を背景に、都市政策・都市整備施策においては、集約型都市構造を
実現するための施策群を比較・評価して都市交通計画・都市計画に組み込むための政策検討に活用できるツール
が求められている。また、ＰＤＣＡサイクルに基づく都市交通施策の推進に資するモニタリング手法の開発等も
求められている。そこで本研究は、人の動きを把握することにより、将来需要予測を行い都市圏交通計画の立案
に利用されてきたパーソントリップ調査について、これら新たなニーズにも応えうる改善と活用方策のあり方を
検討することを目的とする。 
平成21年度は、①都市機能・都市施設・土地利用の配置を規定する広域空間計画や自転車利用に関する計画に

ついて、必要な制度改正が行われた欧州各国の制度や計画等に関する調査を実施した。②施策群を比較・評価し
て交通網計画に組み込むための土地利用交通モデルを検討した。③都市交通分野におけるパネル調査の適用可能
性を検討した。 
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総合的なまちづくり事業制度の評価・改善に関する研究 
Research on evaluation for comprehensive urban renewal projects 

（研究期間 平成20年度～） 

 
都市研究部 都市施設研究室                  室   長     西野   仁 

     主任研究官  高柳 百合子 
［研究目的及び経緯］ 

 平成 16 年度に創設された「まちづくり交付金事業」では、事業を実施する市町村が自ら目標及びそれを測定する

ための指標を設定し、事前・事後の事業評価を行うことが義務づけられている。平成 20 年度には本制度の政策レビュ

ーが実施され、平成 21 年度より国として特に推進すべき施策について支援が拡充された。対象施策の一つである中心

市街地活性化は、多くの市町村で取り組まれてきた課題であるが、事業による目標達成のシナリオの明確化について課

題が残されている。 
本研究の目的は、中心市街地活性化に関するいくつかの典型的なロジックモデル（事業から目標達成までのプロセス

を明らかにする因果関係図及び目標を測定するための評価指標）を検討して、事前に市町村に提示することによって、

目標達成に有効な施策が実施されるよう、市町村を支援する仕組みを提案することである。平成 21 年度は、平成 20 年

度までに終了した中心市街地活性化の取り組み実績がある全地区の事業計画を分析し、典型的なロジックモデルを検討

した上で、一部の評価指標について実績値を収集した。 
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市街地防災施策にみる民間投資と公共投資の相補相乗に関する 

基礎的検討 
Study on Collaborative and Integrated Approaches to Mitigate Urban Disasters, with both public and 

private investment 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
都市研究部 都市防災研究室              室長            木内  望 
Urban Planning Dept. Urban Disaster Mitigation Div.    Head              Nozomu Kiuchi 
 

In this research, to facilitate improvement of densely built up areas in large cities, legal problems 
concerned with leased land which is recognized as as an obstacle was studied.  For each definite 
case of the problem, such as, acceptance of landowner and acceptance fee to extension or renovation 
of a building, or acceptance of landowner and acceptance fee to alteration of the leasing conditions, 
etc, legal way of solution and judgments and trends in judicial precedents were considered. 
 
［研究目的及び経緯］ 

密集市街地の延焼危険性と避難安全性とを物理的

に改善する上で民間投資である家屋の除却更新や補強

改修と公共投資である道路拡幅や公園整備等との間に

連携が必要であることに着目して、本研究では、両投

資が相補って相乗効果を有するための関連性を整理し

つつ、この関係を秩序づける計画プログラムのイメー

ジを明らかにすることを目的としている。 
密集市街地においては借地の更新が整備の阻害要因

になっていると指摘されていることから、その対応可

能性について整理・検討した。 
［研究内容］ 

法的な対応が可能と考えられる以下の７つの問題を

対象とする。 
①建物の増改築に対する承諾と承諾料 
②条件変更に対する承諾と承諾料 
③借地権の譲渡に対する承諾と承諾料 
④地代の値上げ 
⑤権利内容や境界の不明 
⑥地主・借地人との交渉困難 
⑦遺産分割協議の不調、相続権争い 

［研究成果］ 

１．建物の増改築に対する承諾と承諾料 
借地で建て替えが進まない 大の理由として「地主

の承諾が得られないこと」が挙げられており、地主が

建て替えを認めない事例があることが指摘されている。 
なお、借地契約の多くには、借地権者が借地上の建

物の増改築（建て替えを含む）をする場合は地主の承

諾を受けなければならないという増改築禁止特約が付

けられており、 高裁もこのような特約を有効として

いる。ただし、当該特約があるケースで、借地権者が

建物の増改築をしようとして地主の承諾が得られない

場合、借地権者は裁判所に、地主の承諾に代わる許可

の裁判を申し立てることができる。 
増改築等の際の承諾料の支払いも、建て替えを阻害

する理由として指摘されているが、増改築における承

諾料については、借地が属する地域に承諾料を支払う

慣習がある場合には支払われることが一般的であり、

密集市街地においても同様と思われる。この場合、承

諾料に加えて期間延長についての承諾料が求められる

ことも考えられる。 
２．条件変更に対する承諾と承諾料 

木造住宅が中心の密集市街地では、建物の不燃化や

共同化を行う場合に、非堅固から堅固への借地条件の

変更が必要になることが多いと予想される。その場合、

第一に地主が承諾するかが問題であり、第二に承諾の

際の承諾料がどの程度になるかが問題となる。 
非堅固から堅固への条件変更承諾料が支払われる場

合、当然のことながら建物の建て替えも念頭に置かれ

ていることから、条件変更承諾料には建て替え承諾料

の要素も加わり、他の承諾料と比べて高額となると考

えられる。また、期間延長についての承諾料が求めら

れることも考えられる。 
３．借地権の譲渡に対する承諾と承諾料 
地上権による借地権は借地人が自由に譲渡できるの

に対し、賃借権による借地権では譲渡に際して地主の

承諾が必須となっている。第三者への借地権の譲渡が

可能であるのならば、それを歓迎する借地権者も少な

くないと考えられ、その場合に地主の承諾が得られな

いようであれば問題となり得る。 
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承諾料については、譲渡単独の場合には、増改築や

条件変更に伴う建て替え等と異なり建物に関しては一

切手が入らないこと、借地期間の延長も起こらないこ

とから、純粋に譲渡に対する承諾料が求められること

になると考えられる。 
４．地代の値上げ 

借地において建て替えが進まない理由として「地代

の値上げを求められるため」も多く挙げられている。  
密集市街地では、木造住宅が多く老朽化も目立つこ

とから、借地期間が長期にわたるものが多いと推測さ

れる。その間に適正な地代改定が行われていない場合、

周辺地代が相対的に高くなっている関係で、市場地代

と支払い地代の間に相当な格差が生じていることが考

えられ、建物の増改築や借地権の譲渡等の許可に伴っ

て地主から地代の増額を求められる可能性がある。 
５．権利内容や境界の不明 

借地の期間が長期にわたると、

借地の事実はあっても証文が焼失

した、当初の契約を口頭で行った

ためなどで権利内容の詳細が不明

であったり、土地を適切に管理し

ていなかったため、境界の目印が

なくなったり、隣地の土地利用が

越境しているなどによって境界が

不明となることがあり、借地権の

譲渡等を契機に問題となることが

考えられる。 
６．地主・借地人との交渉困難 

地主との交渉困難が困難となる

場合としては、地主が不在若しく

は地主の氏名はわかっていても連

絡先が不明、又は地主の相続人が

不明であるため交渉相手がわから

ない、などのケースが考えられる。

地上権による借地権は自由に借地

人が譲渡できるのに対し、賃借権

による借地権の場合は地主の承諾

が譲渡に際して必須となるため、

大きな問題と思われる。 
また、契約期間の満期が近く地

主が当該土地を利用したい中で、

建物が朽廃状態に近いか否かに係

わらず、借地人が他所に不動産を

購入又は賃借して引っ越してしま

った場合、あるいは借地人が死亡

し、相続人が不明である場合など

では、借地人の居場所が地主にとって不明となること

も生じることがあり問題となる。 
借地人不明のまま建物が空き家化し、地主が撤去で

きないといった事例も報告されている。 
７．遺産分割協議の不調、相続権争い 
借地人の遺産は、相続人が複数いる場合、遺産分割

協議によって分割されるが、分割の実施については法

定期限がないため、相続人それぞれの思惑がぶつかり

合うためまとまらないこともある。まとまらない場合、

裁判所に調停や審判を求めることになるが、相続開始

から手続申請までの期限も定められていないことから

手続申請までかなりの期日を要することもある。 
以上につき、法的解決策と判例における判断の動向、

今後の対応可能性を検討し、表１のように整理した。 
［成果の活用］ 

今後の密集市街地整備関係の研究の基礎資料とする。 

借地問題 法的解決方策 判例における判断の傾向 今後の対応可能性

(1)建物の 

増改築と 

承諾料 

・第三者を交え

た協議、和解

・非訟事件手続

による和解、

調停、決定 

・借地権の残存期間、借地人の増改築の必要

性、これまでの経緯等から増改築を決定 

・当事者間の不均衡解消のため、慣習上、承

諾料の支払を命じる。額は更地価格ﾍﾞｰｽで 

  ●修理：1％、 

●改修・改築：3％ 

●大規模修繕、全面建替え：5％ 

・あわせて地代の増額を命じる場合もある 

・承諾や承諾料等

をめぐる交渉に

対する専門家派

遣制度（地主・

借地人間の権利

の整理にも有効

と思われる） 

 

・事業協力時の建

て替えによる承

諾料と地代の値

上げに対して、

一定の補助や承

諾料の分割払の

特例等 

 

・不燃化、共同化

等についても、

防災上の効果か

ら、一定の条件

で同様の措置が

考えられる 

 

 

(2)条件変 

更と承諾 

料 

・第三者を交え

た協議、和解

・非訟事件手続

による和解、

調停、決定 

・借地権の残存期間、借地人の増改築の必要

性、これまでの経緯等から条件変更を決定 

・慣習上、または当事者間の不均衡解消のた

め、承諾料の支払いを命じる。額は、 

  ●更地価格又は借地権価格の 10％ 

・あわせて地代の増額を命じる場合もある 

(3)借地権 

の譲渡と 

承諾料 

・第三者を交え

た協議、和解

・非訟事件手続

による和解、

調停、決定 

・譲渡により地主が不利とならない事実関係、

借地権の残存期間、従前の経過等から決定 

・慣習に基づき承諾料の支払を命じる。額は 

  ●借地権価格の 10％ 

・あわせて地代の増額を命じる場合もある 

(4)地代の 

値上げ 

・第三者を交え

た協議、和解

・裁判所による

和解、調停、

判決 

・不動産鑑定評価等をもとに認定地代を判断 

借地問題 法的解決方策 今後の対応可能性 

(5)権利内 

容や境界 

の不明 

・第三者を交えた協議、和解 

・判決と非訟事件手続の両方が考え

られる 

・私人間の私有財産の得失に関する争いであ

るため、行政は結果に影響を与えるような

関与をすべきではない 

(6)地主・ 

借地人と 

の交渉困 

難 

・交渉相手の連絡先が不明等→官報

又は新聞への掲載による居所探索

・交渉相手の生死不明→不在者財産

管理人との交渉 

・交渉相手の相続人不明→遺産分割

協議による相続人確定を待つ 

・相続人の生死が不明→相続財産管

理人の選任を裁判所に請求 

・交渉が困難な場合は、防火性確保等の必要

性・緊急性の観点から、手続の簡略化・必

要経過期間の短縮化等の特例措置 

・その場合、地主・借地人が現れた場合の代

替地等を確保しておくことが望ましい 

・相続人が行方不明の場合は、不明相続人が

相続財産について知らないため、手続の簡

略化や期間の短縮化は行うべきでない 

(7)遺産分 

割協議の 

不調、相 

続権争い 

・遺産分割協議の不調→裁判所の調

停又は審判 

・相続権争い→裁判所の判決 

・私人間の私有財産の得失に関する争いであ

るため、行政は結果に影響を与えるような

関与をすべきではない 

表１ 借地の主な問題に関する判例の傾向と今後の対応可能性 
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高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発 

市街地火災総合対策支援ツールの開発 
Development of land monitoring technology for disaster mitigation by advanced image processing 

systems 
Development of technology for planning to mitigate the damages caused by city fire 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
都市研究部 都市防災研究室              室長            木内  望 
Urban Planning Dept. Urban Disaster Mitigation Div.    Head              Nozomu Kiuchi 
都市研究部 都市防災研究室              主任研究官         竹谷 修一 
Urban Planning Dept. Urban Disaster Mitigation Div.    Senior Researcher  Shuichi Takeya 
都市研究部 都市計画研究室              主任研究官         岩見 達也 
Urban Planning Dept. Urban Planning Mitigation Div.     Senior Researcher  Tatsuya Iwami 
 

In this project, to reduce a physical damage and human casualties, we developed the overall 
techniques for estimating a damage of city fire caused by an earthquake. This techniques were 
composed from three elements as follows; (1)Advanced city fire simulation, (2)Visualizing methods of 
city fire, (3)Generating/Management methods of building/city spatial data.  
 
［研究目的及び経緯］ 

大規模地震の発生時における人的被害を 小限に

抑制するためには、事前の被災箇所の特定や発生後の

迅速な被災状況把握が課題である。そのために、国土

地理院では迅速な被害状況の把握を行う技術開発、そ

の技術を応用した効率的な事前対策の実施による地震

災害のうち特に人的被害を減少させることを目的とし

た技術開発を平成 19 年度より実施した。 
都市研究部では、このうち火災被害を 小化する平

常時からの減災対策として、火災の危険性を住民等が

現実感をもちながら把握できるソフトウェアとして、

「市街地火災総合対策支援ツール」を開発し、地方公

共団体によるキメの細かな対策立案や住民への対策効

果の説明に活用されることで、地域の防災性能の向上

を目指すことを目的とした。 
なお、「市街地火災総合対策支援ツール」は、以下

の３つの技術を統合したツールとして検討した。 
・高度な市街地火災シミュレーション技術 
・市街地火災映像化技術 
・市街地データ・建築物データの管理技術 

［研究内容］ 

（１）高度な市街地火災シミュレーション技術 

市街地火災総合対策支援ツールの中核をなすのが

高度な市街地火災シミュレーションであり、 
①上層階セットバック等、複雑な建物形状を考慮し

た延焼状況、 

②建物の部材（外壁、内壁、床、屋根等）の防火性

能に応じた延焼状況、 
等の推定が可能である。 
市街地火災モデルは、単体建築物の火災進行モデル

と建物間の延焼モデルに分けて検討を行っている。単

体建築物の火災進行モデルについては、建築物は壁、

床・天井、屋根などの面材（以下、「面材」という）と、

家具やその他の物品などの積載可燃物の集合で構成さ

れるものとし、面材で囲まれた空間ごとに、内部ガス

の温度や化学種濃度を逐次計算して火災性状を求める 
 

 
図 1 複雑な形状の建物の防火性能評価 

 
壁、天井、窓
等ごとの防火
性能を評価

家具類

壁、天井、窓
等ごとの防火
性能を評価

家具類

  
 

図 2 建物の部分的な防火改修の効果を評価 

セットバックなし 

（延焼しやすい） 

セットバックあり 

（延焼しにくい） 

 建物形状制
限時の火災

性状の違い
を検証可能 

防耐火補強の評価が可能 

      ↓ 

壁、天井等だけを部分的に

防火改修した場合と、建替え

た場合とでの延焼状況の違

いが評価可能になる 
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こととした。また、建物間の延焼モデルは、放射熱に

よる熱移動によるものとし、放射源としては、開口部

面及び噴出火炎を対象とした。 

この開発により、これまで評価できなかった、建築

基準法の道路斜線制限等による建物上層階のセットバ

ックの有無による延焼状況の違い、建物の壁だけを防

火改修した時と建替え時とでの延焼状況の違い等が評

価可能となった（図 1，2）。 
（２）市街地火災映像化技術 

住民が現状市街地の危険性を実感し、自宅や市街地

を改善した際の、危険性の低減を実感可能な映像化技

術を開発するものである。 
高度な市街地火災シミュレーションに基づく計算

結果を３次元表示するとともに、建物テクスチャの再

現、火炎・煙の描画等によりリアリティのある映像と

して表示する技術開発を行った。 
これにより、地域住民等が市街地の危険性、さらに

自宅や市街地を改善した際の危険性の低減を実感可能

となった（図 3）。 

 

図 3 評価結果を視覚化 

（３）市街地データ・建築物データの管理技術 

市街地データ・建築物データの内容を定義し、それ

を準備する方法を確立するとともに、準備したデータ

に基づいて、市街地火災シミュレーションプログラム

を操作し、シミュレーション結果を市街地火災映像化

技術を用いて表現するための一連のデータ管理技術を

開発した。 
シミュレーションの実施に際しては、データの取得

が も重要となることから、既存データを活用するた 
 

 
図 4 計画案の作成支援機能 

め、基盤地図情報等の GIS データのインポート機能を

実装したほか、計画案の作成補助機能として、道路拡

幅や斜線制限変更等に伴う建物位置・形状補正の自動

処理等についても実装した（図 4）。 
［研究成果］ 

上述した検討・技術開発を統合させた、「市街地火災

総合対策支援ツール」を開発した。主な機能は下記の

通りである。 
・シミュレーションに必要なデータの準備支援機能 
・市街地状況・の管理・表示機能 
・防火対策に基づく計画案を作成するためのデータ

編集機能 
・市街地火災シミュレーション条件の設定・管理機

能 
・シミュレーションの実行機能及びシミュレーショ

ン結果の読み込み機能 
また、市街地火災の危険性を軽減させるためには老

朽住宅の建替え等が必要不可欠であるが、密集市街地

では建築基準法の接道要件、道路斜線制限等により建

替えが困難な状況にある。そのため、地区計画制度や

建築基準法集団規定の特例制度等の適用が有効ではあ

るが、適用条件の検討、適用時の火災安全性の検証等

が従来困難である。そこで開発した「市街地火災総合

対策支援ツール」を用いてこれらの課題の解決方法を

示した、実市街地でのケーススタディを中心とする活

用マニュアルを作成した。 
［成果の発表］ 
1) 岩見達也：小規模木造建築物の火災性状モデルに

関する基礎的検討，日本火災学会研究発表会概要

集，pp.194-195, 2008.5 

2) 岩見達也：建築物の火災時の熱分解速度に関する

基礎的検討，日本建築学会学術講演梗概集（中国）

A-2，pp.29-30, 2008.9 

3) 岩見達也：市街地延焼予測時の放射受熱量計算手

法の検討，日本火災学会研究発表会概要集，

pp.246-247, 2009.5 

4) 岩見達也：市街地延焼予測時の放射受熱量計算手

法の改良，日本建築学会学術講演梗概集（東北）

A-2，pp.303-304, 2009.8 

［成果の活用］ 

市街地火災総合対策支援ツール及び活用マニュアル

を都市防災研究室のホームページを通じて無償配布を

行う予定である。また、地方公共団体に対しては、要

請に応じてこれらの活用に関する技術指導を行うこと

により、地方公共団体等での市街地火災対策の支援を

行う。 

壁面後退が必要 3F 部分が壁面後退

現況 道路斜線の影響を 
受ける箇所を特定 

道路斜線の影響を受け

る箇所のみ壁面後退
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市街地の防災性能評価時における市街地データ取得手法に関する研究 
Acquisition techniques of the urban district data for disaster prevention performance evaluation 
 

（研究期間 平成20～22年度） 

 都市研究部 都市防災研究室     室  長   木内  望 
        主任研究官   竹谷 修一 
 
［研究目的及び経緯］ 

防災まちづくりを進めていく上で、市街地の防災性能を評価することは必要不可欠である。現状では、各種のシミュレーシ

ョンで用いる建物等の形状データについてはGISデータとして地方公共団体が保有していることが多いものの、シミュレーシ

ョン等で必要とする建物の属性データ（防火上の建物構造等）が十分に整備されていることは希である。そこで、現状で取得

出来るデータを整理し、さらに現状では直接入手出来ないデータを、他のデータから代替して間接的にデータを取得する手法

について検討・提案するとともに、データ代替時に評価結果がどのように変化するのかを明らかにすることを目的とする。 

今年度は、防火地域の指定状況、床面積、階数が分かる場合の防火上の構造データの推定を６町丁目について行い、正しく

推定できたものは65～83％、また、誤った推定結果の場合は全般的には実際のデータより建物の防火性能を過大評価すること

が分かった。さらに実際の構造に基づくデータと、推定に基づくデータを用いて市街地火災シミュレーションを行い、両者の

焼失率の比較により誤差を推定したところ、出火後３時間までなら４％以内、６時間までなら概ね10％以内となり、出火から

の経過時刻が長くなるにつれて誤差が大きくなった。また、地区によっても誤差の発生状況が異なることが分かった。 

 

地震火災時における広域避難の円滑化に関する研究 

Smooth Wide Area Refuge from Urban Fires Caused by an Earthquake  
（研究期間 平成21～23年度） 

 都市研究部 都市防災研究室     室  長   木内  望 
        主任研究官   山岸  裕 
        主任研究官   竹谷 修一 
 都市研究部 都市計画研究室     主任研究官   岩見 達也 
 

［研究目的及び経緯］ 

 中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」が行った被害想定では、死者数は11,000人（半数以上が火災により死

亡）と推定されている（東京湾北部地震の場合）。火災による死者発生の要因として、炎上出火家屋からの逃げ遅れ、倒

壊後に焼失した家屋内の救出困難者、延焼拡大時の逃げ惑いを想定しているが、 後の延焼拡大時の逃げまどいに関し

ては、時間、道路や街路の整備状況、人口等、地区内の様々な条件を考慮しながら対策を検討する必要がある。 

 そこで、これまでに開発した地区内で発生した火災に対する地区住民の避難行動を予測するシミュレーションプログ

ラムをベースとして、広範囲に居住する多数の地域住民が一箇所に集中するような広域避難時の様々な問題に対して、

避難問題箇所や阻害要因等の分析までを検討可能な、広域避難マルチエージェントシミュレーションプログラムを開発

するとともに、シミュレーションプログラムを活用して避難の円滑化に関する検討を進めることを目的とする。 

今年度は、シミュレーションプログラムの改良として、広範囲でのプログラム適用が可能となるよう避難経路探索の

高速化するとともに、汎用の道路データから避難経路データを作成するプログラムの作成を行った。 
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避難地情報の統合化及び活用に関する研究 
Research on integrating and making the most of various kinds of information about emergency evacuation sites 

（研究期間 平成19～22年度） 

 都市研究部 都市防災研究室      室   長 木内 望  
主任研究官     山岸 裕  
主任研究官     竹谷 修一 

［研究目的及び経緯］ 

平成17年には｢日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が施行されるなど、大規

模地震発生の危険性が高い地域における安全性向上が急務となっており、防災公園整備の必要性は益々高まっている。広域避

難地等となる防災公園の整備に当たっては、上記特別措置法をはじめとする法律に基づく都市要件の他、人口密度等の地域要

件、活断層や地盤等の立地条件、周辺道路や他の避難地の状況等、様々な条件について検討する必要がある。しかし、これら

の情報を一元的に管理･活用するシステムがないため、防災公園の整備に当たって、整備効果（どの程度避難困難区域･人口が

解消できるか）の把握及び整備目標の設定が困難な状況となっている。本研究では、避難地の検討や避難困難区域･人口の把握

等に必要となる情報を、GISを活用して一元的に管理・活用するシステムの開発を目的とする。 

平成 21 年度は、平成 20 年度までに開発したGISを用いた広域避難地管理・集計システムのプロトタイプの改良を行った。 

 

人口減少期における都市・地域の将来像アセスメントの研究 
Study on Assessment Model of Future Urban and Regional Visions in the Depopulating Period 

（研究期間 平成20～22年度） 

 都市研究部 都市防災研究室      室   長 木内 望  
 都市研究部 都市施設研究室      室   長 西野 仁  
 総合技術政策研究センター 建設経済研究室    主任研究官 阪田 知彦 

［研究目的及び経緯］ 

本研究の目的は、国が掲げる「持続可能な都市の構築」という都市政策を推進するため、各地方自治体が人口減少等の諸制

約に対応した都市・地域施策を立案するにあたり、複数の施策案を持続可能性の観点から比較・評価することにより、「持続

可能な都市の構築」という政策に合致した合理的な選択を支援するアセスメント技術の体系を開発することである。研究は、

①都市構造評価手法の開発、②将来都市構造予測手法の開発、③データ活用手法の開発、④施策オプション群の体系化、⑤

統合的アセスメントツールの開発、という５つの項目毎に進めている。 

H21年度の実施内容は次の通り。①我が国の人口減少期にある都市の将来都市構造を比較・評価する上で適切と考えられる評

価項目を整理し、評価項目に含めることが考えられる評価指標や行政サービスコストを抽出した後、それらの算定式を定め

た。②予測モデルの中心を構成する土地利用交通モデルについてプロトタイプを作成し、実都市のデータを用いてその算定

結果の検証を行った。③アセスメント結果データの収集・ストック手法の検討を行った。④アセスメントの対象とする施策

の整理とツールへの入力方法の検討を行った。⑤ツールの出力インターフェースの検討を行った。 
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建物用途規制の性能基準に関する研究 
Study toward Making Performance-based Zoning Code on Building Use 

 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
都市研究部        部  長   山下 浩一 
Urban Planning Department     Director   Koichi YAMASHITA 
都市研究部 都市開発研究室     主任研究官   勝又  済 
Urban Planning Department     Senior Researcher Wataru KATSUMATA 
Urban Development Division 
都市研究部 都市計画研究室     室  長   明石 達生 
Urban Planning Department     Head    Tatsuo AKASHI 
Urban Planning Division 
 

This study aims to make the way of measuring and assessing impacts of building use on its 
peripheral environment, and accumulate the technical data of them by on-the-spot investigations of 
actual building use, toward making performance-based zoning code on building use. 
 
［研究目的及び経緯］ 

建築基準法の建物用途規制においては、本来、各用

途地域が目指す環境や利便の状態に応じて、立地を許

容する建物用途の適・不適を適切に峻別することが必

要であるが、現行規定ではこれを用途の単純な一般名

称を基本基準とし、数値基準がある場合も床面積や設

置する原動機の出力など一律的な外形基準のみによっ

ているため、新たな用途の出現や建築設計上の創意工

夫に対して、必ずしも本来の目的に即した合理的な判

断が行われない場合がある。この問題は、規制基準が

性能に基づく柔軟な対応を取り入れていないことによ

る限界である。そこで、本研究では、建物用途が市街

地環境に及ぼす影響度合いの測定・評価手法を開発す

るとともに、具体の建物用途を対象に現場調査を行い

市街地環境への影響に関するデータを収集・蓄積・分

析することにより、性能を根拠にした建物用途規制の

構築に資する技術的バックデータの集積を図ることを

目的としている。 

 

［研究内容］ 

本研究の主な構成は次の通りである。 

(1) 建物用途の立地に関する住民許容度の把握 

(2) 建物用途が不動産取引価格に与える影響の把握 

(3) 建物用途が市街地環境に及ぼす物理的影響の把握 

(4) 生活道路における交通量と静穏性の関係の分析 

(5) 建物用途の立地許可に関する判定チェックシート

（試案）の作成 
 

(1) 建物用途の立地に関する住民許容度の把握 

近年多様化している商業・サービス系用途を中心に、

居住機能との関係における外部影響と利便性に関する

一般市民の心理的な距離感覚を分類するため、一般市

民を対象とした 130 種類の建物用途・施設の立地に関

するアンケート調査をネット調査により行った。 

その結果、低層住宅地の居住者は立地許容度が低い

（厳しい）こと、近隣サービス店舗・施設は近接立地

希望が強い一方、遊戯系、音響系、屋外スポーツ系、

工場系、宗教・葬儀系、流通系施設等で遠隔立地希望

が強いこと、同種建物用途間でも営業時間・規模・車

対応等の違いとそれに伴う周辺影響の違いにより立地

許容度に差が生じること（図１）等の傾向が見出され

た。 

 

(2) 建物用途が不動産取引価格に与える影響の把握 

建物用途相互間の相性は不動産の値付けや賃料に反

銭湯

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

低層住宅地

中高層住宅地

混在住宅地

幹線沿道住宅地

商業地域

工業地域

スーパー銭湯

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

低層住宅地

中高層住宅地

混在住宅地

幹線沿道住宅地

商業地域

工業地域

0%
10
0%

低
層

住
宅

①すぐ隣や向かいに立
地していてほしい

②すぐ隣や向かいに立
地していても構わない（ど
こにあっても構わない）

③近くにあってほしい
が、すぐ隣や向かいにあ
るのは迷惑なので困る

④近くにあると迷惑なの
で、遠く離れた場所に
あってほしい

図１ 一般市民の居住地別にみた建物用途の立地許容度（例）
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映されると予想される。この仮説に立てば、物理量で

捉え難い建物用途の立地に伴う心理的影響も不動産取

引価格の変化として明らかにできる可能性がある。そ

こで、不動産業関係者を対象としたアンケート調査（エ

キスパートジャッジ）により不動産取引価格の変化を

捉えることを試みた。 

その結果、商業・サービス系用途相互間では集積の

メリットが働くこと、葬儀や宗教に関連する用途は住

宅価格に負の影響がはっきり表れること（図２）等が

明らかとなった。 

 

(3) 建物用途が市街地環境に及ぼす物理的影響の把握 

建物用途の立地が周辺の市街地環境に及ぼす影響

のうち、計測が可能な物理的影響（来訪者数・来訪車

両台数、騒音、照明、におい等）について、主要な建

物用途を対象に、その特性を把握するため、長時間に

わたる現場実測調査によりデータを収集した（図３）。 

 

(4) 生活道路における交通量と静穏性の関係の分析 

建物が及ぼす外部影響のうち、出入り交通の絶対量

については緩和策が困難である。出入り交通はあらゆ

る用途に共通にあるとともに、現代の都市機能は車両

に依存していることを考えると、用途分類の本質をな

す指標となる可能性がある（図４）。 

建物用途の出入り交通量が周囲の住宅地の静穏性

に与える影響の評価方法を検討するため、車線のない

幅員６～10ｍの生活道路において手段別通過交通量と

通過交通に起因する等価騒音レベルを実測し、得られ

たデータから両者の関係性について分析を行った。 

その結果、歩行者・自転車交通量は騒音レベルに大

きな影響はなく、大型車１台を小型車 4.5 台と換算（エ

ネルギー換算）した「等価交通量」が 20 台/時を超過

すると住居系用途の環境基準値（昼間）である 55ｄＢ

を超過し、80 台/時を超過すると商業系用途の環境基

準値（昼間）である 60ｄＢを超過する傾向が明らかと

なった（図５）。 

 

(5) 建物用途の立地許可に関する判定チェックシート

（試案）の作成 

本研究で検討した周辺影響の簡易な予測・評価方法

や、環境関連法令や大店立地法等の予測・評価方法を

参考として、建物用途の立地許可を想定した周辺影響

の評価に関する判定チェックシート（総合チェックシ

ートと交通、騒音等の影響項目毎の個別チェックシー

トで構成）を作成し、モデルスタディを行った。 

 
［研究成果］ 

来訪者数・来訪車両台数等の物理量については、実

測調査によりデータの収集が図られた段階である。今

後、得られたデータを分析し、建物用途に関する立地

許可判定に資する基礎資料を作成する。 

 
［成果の発表］ 

成果は、分析が整い次第公表の予定である。 

 

［成果の活用］ 

本研究の成果は、建物用途の立地許可判定の基準化

に活用する予定である。 

図３ 騒音計測結果（スーパー銭湯からの室外機騒音の例） 
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図５ 通過交通量と等価騒音レベルの関係 
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図４ 来訪車両台数の計測結果（スーパー銭湯の例） 
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図２ 住宅地での建物用途の隣接住宅販売価格への影響（例）
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市街地環境構成要素としての建築・敷地・道路等に関する研究 
Research on Buildings, Lots, Roads and so on as Environmental Components of Built-up Areas 

（研究期間 平成20～22年度） 

 都市研究部 都市開発研究室         室   長 河中 俊 
主任研究官  勝又 済 
主任研究官 鍵屋 浩司 

 
［研究目的及び経緯］ 

建築基準法や都市計画法が想定している秩序ある市街地環境の既成市街地は必ずしも広範に分布しているとは言えない。そ

のような状況下で、狭小過密化の進行や地区の衰退等といった課題をかかえた既成市街地地区の環境の水準を維持・向上して

いくために、法の運用に際してさまざまな工夫と配慮が求められている。本研究はそのような背景のもとに、建築・敷地・道

路等の市街地環境構成要素としての重要性を多面的に検討する。 

平成21年度は次の作業を行った。第一に、地図情報レベル500で道路台帳データを整備したＴ市の全庁的GISシステムを調

査し、官民境界の確定が先行しているものの、民民境界の確定は市域の約半分にとどまり、現状のままでは敷地台帳としての

活用が困難なことを把握した。第二に、密集市街地において建て替えの制約となっている建築基準法集団規定を地方公共団体

の許可等により緩和・除外する特例手法について、活用に際しての課題を整理するとともに、活用促進方策について検討を行

った。第三に、市街地の安全性に関する検討の一環として、建築内部から市街地に至る火災時の避難安全性能を系統的に明ら

かにするために、建物の区画を形成する間仕切り壁が有する避難安全性能や、火災時の建物相互の加害性・受害性の概念に基

づいて建物が集団的に有する延焼抑制性能の考え方について検討を行った。 

 

省 CO2 効果からみたヒートアイランド対策評価に関する研究 
Research on the Evaluation of Urban Heat Island Countermeasures from the Viewpoint of Low Carbon Emission 

（研究期間 平成21～23年度） 

 都市研究部                    部    長  山下 浩一 
都市研究部 都市開発研究室                                                主任研究官  鍵屋 浩司 
建築研究部 環境・設備基準研究室                     室    長         足永 靖信 

 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、地球温暖化対策として喫緊の課題である CO2 排出量の削減の一環として、様々なヒートアイランド対策が有する

省 CO2 効果の考え方とその評価手法を構築することを目的とする。主に夏季の都市気温の上昇に伴う環境問題として対策の推

進が求められているヒートアイランド現象と、年間を通じた CO2 排出量や地球全域の気温上昇が議論される地球温暖化現象の

双方を総合的に評価・検討する手法は確立されていない。そこで本研究により都市計画運用指針や、自治体等向けのヒートア

イランド対策評価手法の手引き等に反映できる知見の構築を目指す。 

平成21年度は、東京23区の冬季のヒートアイランド現象を再現する大規模数値解析並びに夏季や冬季の昼夜間における屋

上緑化・人工排熱削減等の各種ヒートアイランド対策の効果を予測できるシミュレーションプログラムを作成してヒートアイ

ランド対策が夏季・冬季を通じて熱環境に及ぼす効果・影響に関するケーススタディを実施した。具体的には夏季・冬季の昼

夜間における屋上緑化・人工排熱削減等のヒートアイランド対策効果を定量化するとともに、屋上へのソーラーパネルの設置

と屋上緑化のような複数の対策の組合せについても定量的に検討した。さらに、都市環境分野の有識者に、夏季・冬季を通じ

た効果からみたヒートアイランド対策の評価手法と都市づくりへの適用方策に関するヒアリングを行った。 
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地球温暖化及びヒートアイランド対策に寄与する屋上空間活用の最適化に関する研究 
Research on the Way of Making the Best Use of Building Roof Space for Countermeasures against Global Warming and Urban 
Heat Island 

（研究期間 平成20～21年度） 

 都市研究部 都市開発研究室         主任研究官   鍵屋 浩司 
 
［研究目的及び経緯］ 

都市再生本部により「地球温暖化・ヒートアイランド対策モデル地域」が指定されるなど、ヒートアイランド対策は地球温

暖化対策と連携して効果的に実施されることが求められている。しかし、影響する空間や時間スケールが異なるヒートアイラ

ンド現象並びに地球温暖化現象双方に効果的な対策を評価・検討する手法は、現在のところ確立されていないのが実情である。 

そこで、本研究ではヒートアイランド対策のひとつとして推進されている都市部の屋上緑化と、地球温暖化対策としての自

然エネルギー利用技術として注目されているソーラーパネル（太陽電池）について、都市部における効果的な配置の考え方と

その対策効果の評価手法を実験や数値計算等によって検討、提示するもので、年間を通じた対策効果に関する実証実験、都

市部における対策効果に関する調査、屋上空間活用の最適化手法の検討を行う。平成21年度は、立原庁舎屋上に設置した

屋上緑化パネル並びにソーラーパネルからの放熱量やソーラーパネルの発電量を計測し、冬季・中間季における双方の熱環境

改善・省エネ効果の分析のための実測データを分析した。 

 

密集市街地における人口構造及び建物更新に関する研究 
A Study on Actual Conditions of Demographic Change and Rebuilding Activities in the Densely Built-up Areas 

（研究期間 平成21～22年度） 

 都市研究部       部  長     山下 浩一 
 都市研究部 都市開発研究室      主任研究官     勝又 済 
 都市研究部 都市防災研究室      室  長     木内 望 
         主任研究官     竹谷 修一 
 
［研究目的及び経緯］ 

我が国には、地震時に大規模な市街地火災が発生するおそれのある危険な密集市街地が依然大量に存在しており、防災性向

上のための整備・改善の加速化が求められている（都市再生プロジェクト（第十二次決定）等）が、少子高齢化・人口減少社

会において、各地区の変容動向を踏まえた密集市街地の整備・管理方策の方向性を検討する必要がある。そこで本研究では、

全国の密集市街地の市街地特性データの収集・整理を行い、各地区の人口構造の変化及び建物の更新速度等の変容とその要因、

地域別傾向を明らかにするとともに、講じるべき整備・管理方策の観点から地区分類を行うこと等により、これからの少子高

齢化・人口減少社会における密集市街地の整備・管理方策の方向性を検討する上で必要な基礎資料の作成を目的としている。 

今年度はマクロ調査として、全国の重点密集市街地について、人口構造、建物更新、その他地区の物理的・社会経済的市街

地特性や政策・事業的位置付け等に関するマクロデータの収集・整理を行い、人口構造の変化及び建物の更新速度等の動向と

地域別傾向、その他の市街地特性との相互関係について分析を行うとともに、これからの少子高齢化・人口減少社会における

密集市街地の整備・管理方策の方向性の観点から仮説的に地区分類を行った。 
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閉鎖性内湾域の運河網における水質・底質の管理技術に関する研究 
 

Environment Remediation at Canal Network in Enclosed Bay 
 

（研究期間 平成 17～21 年度） 
 
沿岸海洋研究部 海洋環境研究室 室長 古川 恵太 
Marine Environment Division、 Head Keita FURUKAWA 
Coastal and Marine Department 主任研究官 岡田 知也 
 Senior Researcher Tomonari OKADA 
  

This research is aiming to reveal fate of water quality and sediment quality in a canal network 
for implementing possible management in an enclosed bay.  A set of numerical experiment shows 
close relation between bay head, inner harbour and canal.  An environmental impact in the bay was 
transferred to the canal region in three days.  Hence, importance of bay monitoring for management 
of canal environment was justified. 

 
［研究目的及び経緯］ 

東京湾におけるアサリの存在量が激減しており，主

としてアサリの主要な生息場所である干潟や浅場の埋

め立てによる消失とそれに伴う浮遊幼生のネットワー

クの欠如が原因としてあげられる．東京湾では 20 世
紀の間に干潟や浅場の 90％が埋め立てられ，現在自然

に近い状態で残っているのはごくわずかである．その

ため，東京湾におけるアサリの存在量の回復のために

は沿岸域における干潟の再生，保全が有効であると考

えられる．また，小規模なものが網状に広がる運河は

親水性が高い領域であると言え，周辺に干潟のような

一般市民が憩いを得られるようなアピールポイントを

増やしていくことが海辺の自然再生に対する意識を啓

発する上で効果的であると考えられており，埋立地周

辺に人工干潟を造成するといった自然再生事業が行わ

れている． 
しかし東京湾沿岸域に見られるような複雑なネット

ワーク構造を持つ運河網において多様な生態系システ

ムを取り戻すためには，湾内の水質が運河に与える影

響の把握が必要である．そこで本研究では，京浜運河・

東京港・千葉灯標において計測された塩分または DO 
値の時系列解析および 3 次元数値モデルを用いた流

動状況の把握を行い，東京湾と運河内の水質の依存関

係の検討を行うこと目的とする． 
 
［研究内容］ 

本研究では多摩川と鶴見川の間にある運河を対象とす

る．湾内の水質が運河内に与える影響を評価するため

に2007 年 3 月において東扇島と千葉灯標，2008 年 9 

月から 10 月において東扇島，千葉灯標，東京港の塩

分または DO 値の時系列解析を行った．対象とする項

目は，2007 年春は表層の塩分濃度，2008 年秋は低層

DO とした．また，2007 年春の千葉灯標の観測データ

は欠測が多かったため3 次元数値モデルによる再現結

果を代用した．周期の短い変化は遠くまで伝播しにく

いと考えられるため，2 日間の移動平均を与えた．そ

の結果を利用して得られた相互相関を図-1～4 に示す．

2007 年春の結果からは東扇島から千葉灯標へは 3 か

ら 4 日で伝達する可能性があることが示されており，

2008 年秋の結果からは東扇島から千葉灯標へ約１日，

千葉灯標から東京港へ約2 日で伝播している可能性が

示された． 

伝播の様子を見るために 3 次元数値モデルを用い，

東扇島，千葉灯標，東京港の3 地点からトレーサーを

出すことで流動状況の可視化を行った．2008 年秋の水

深5ｍにおけるトレーサーの濃度を図-5，6，7に示す．

各地点間における伝播の様子が確認され，特に千葉灯

標のトレーサーは東京港，東扇島まで濃く伝播してお

り，千葉灯標における水質の変化が東京港，東扇島の

水質に大きく影響を与えていることが予想される結果

となった． 

 

［主要な結論］ 

東扇島，千葉灯標，東京港の 3 地点において計測さ

れた塩分または DO 値の時系列解析により，東京湾と

運河の水質が互いに影響を与えている可能性が示され

た．また，3 次元数値モデルによる流動状況の可視化

を行ったところ，千葉灯標における水質の変化が東京

港および東扇島の水質に大きく影響を与えていること

が予想される結果となった． 
 
[研究委託] 
 本研究の一部は，北見工業大学に委託して実施され

た． 
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［成果の発表］ 
堀松大志・中山恵介・岡田知也・古川恵太・鰀目淑： 

東京湾スケールの流動が京浜運河に与える影響評価, 

海洋開発論文集, 第25巻, pp.1041-1046, 2009. 

 

［成果の活用］ 

全国海の再生プロジェクトの各行動計画に位置付

けられているアピールポイントでのモニタリング・評

価の考え方の背景情報として活用されることが期待さ

れる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-1：千葉灯標と東扇島における塩分濃度(2007 年春)   図-2：千葉灯標と東扇島における底層 DO 濃度(2008 年秋) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-3：東京港と千葉灯標における底層 DO 濃度(2008 年秋) 図-4：東京港と東扇島における底層 DO 濃度(2008 年秋) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-5：A(東扇島)に濃度 1.0 の     図-6：B(千葉灯標)に濃度 1.0 の   図-7：C(東京港)に濃度 1.0 の 
トレーサーをあたえ続けたときの   トレーサーをあたえ続けたときの   トレーサーをあたえ続けたときの 
水深 5m におけるトレーサーの濃度   水深 5m におけるトレーサーの濃度  水深 5m におけるトレーサーの濃度 
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生物生息を利用した水質・底質改善手法の事例調査 
 

Case-studies on Environment Remediation by Habitat Creation 
 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
沿岸海洋研究部 海洋環境研究室 室長 古川 恵太 
Marine Environment Division， Head Keita FURUKAWA 
Coastal and Marine Department 主任研究官 岡田 知也 
 Senior Researcher Tomonari OKADA 
 研究官 梅山 崇 
 Researcher  Takashi Umeyama 
 研究官 上村 了美 
 Researcher Satomi Kamimura 
 

One of the concern for habitat restoration is habitat creation.  Case studies were corrected 
and summarized to help planning and implementing habitat creation as water quality and sediment 
quality restoration measures.  One hundred and two case studies were sampled, and those 
information were plotted on a map.   

 
［研究目的及び経緯］ 

干潟・浅場を中心とした生物生息場の創出は，海洋環

境の改善，生物多様性・生産性の向上といった効果が期

待され海辺の自然再生において有効な対策と考えられる．

社会資本整備計画(H21.3)の中でも積極的な湿地・干潟の

再生が謳われ，平成 24 年度までに失われた湿地・干潟

（約 7000ha）の約 3 割の回復を目指している． 
そうした事業の事例を収集し，場所毎・対象の生態系

毎に再整理するとともに，実践の主体となる組織，そし

てそれを支える調査研究といった軸から見た「自然再生

の実践に向けたシステムづくり」をテーマに海辺の自然

再生事例について取りまとめた． 
 
［研究内容］ 

1. 収集事例 

収集した１０２の事例について，海域毎に干潟（湿地・

浅場），藻場，築磯・共生護岸，その他に分類し，事例の

実施主体（だれが），実施時期（いつ），対象の場（どこ

でなにを），事例の特徴（得たもの）について分析した． 

 

２．海域ごとの整理 

ここでは６海域に分類される６３事例を対象とした． 

（１）東京湾（２９事例） 

 実施主体が多岐にわたり，多くの主体が連携した取り

組みも数多くみられた．場の理解のための環境データベ

ース，情報マップ等の事例も数多く存在する． 

（２）伊勢湾・三河湾（９事例） 

  干潟・湿地・浅場の事例が七割を占め，平成以前か

らの取り組みがみられることも特徴である．早くから自

然再生への取り組みが積極的になされてきたことがうか

がえる． 

（３）大阪湾（５事例） 

 パイロット事業，研究プロジェクト等，民間企業や行

政，大学が連携した手法開発の取り組みが６割（３事例）

を占めていた．築磯・共生護岸の事例は関西国際空港に

おける藻場造成の取り組みなどが先駆例である． 

（４）瀬戸内海（１０事例） 

 主に国土交通省，民間企業によるパイロット事業，個

別技術開発としての干潟，浅場，藻場の再生事例が数多

くみられる（６事例）． 

（５）有明・八代海（５事例） 

 いずれも平成１１年以降の取り組みが収集された．干

潟・湿地・浅場の事例で８割（４事例）を占めており，

それらはいずれも研究プロジェクト，個別技術開発の取

り組みであった． 

（６）沖縄（５事例） 

 沖縄ならではの，サンゴ礁の再生事例などが収集され

た．こうした取り組みは昭和５５年代に始まっており，

マングローブ植栽という沖縄特有の事例も存在する． 

 

３．生態系毎の整理 

（１）干潟（湿地・浅場）（２６事例） 

 干潟（湿地・浅場）の事例は関東以南の閉鎖性海域で

数多く取り上げてきた．自治体や住民が主体となった，

地域に根ざした取り組みが多い． 

（２）藻場（２０事例） 

 藻場に関しては，各省庁や自治体，住民，大学，協働

団体等，実施主体が多岐にわたっている．特に，大学，

民間企業を中心に，アマモの研究開発の事例が数多くみ

られる． 

（３）築磯・共生護岸（６事例） 

 防波堤や護岸等，港湾・空港施設，海岸保全施設に環
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境配慮を盛り込んだ事例が数多くみられた． 

（４）サンゴ礁（１事例） 

 内閣府沖縄総合事務局開発建設部が実施主体となった，

那覇港，石垣港，平良港における港湾整備方策としての

取り組み事例が収集された．また，事業ではないが干潟，

藻場，サンゴ礁にまたがる情報マップ「中城湾港泡瀬地

区生物ハンドブック」の取りまとめなどの取り組みもな

されている． 

 
［成果の発表］ 
海辺の自然再生に向けて 手引き・ガイドラインに見

る多様な目標設定，国土技術政策総合研究所・金沢八景

－東京湾アマモ場再生会議・土木学会海洋開発委員会順

応的管理研究小委員会，2008. 

海辺の自然再生に向けて 場の理解のための取り組み，

全国アマモサミット2008実行委員会・国土技術政策総合

研究所，2009. 

海辺の自然再生事例集 自然再生の実現に向けたシス

テムづくり，国土交通省港湾局国際・環境課，2010. 

 

［成果の活用］ 

全国海の再生プロジェクトの個別事業実施，直轄・自

治体などによる環境施策の企画立案などの参考情報とし

て活用されることが期待される．

 
 

■ 大阪湾（５事例）
パイロット事業、研究プロジェクト等、民間企業や行政、大学が連携した手

法開発の取り組みが６割（３事例）を占めていました。築磯・共生護岸の事

例は関西国際空港における藻場造成の取り組みです。

■ 東京湾（２９事例）
実施主体が多岐にわたり、多くの主体が連携した取り組みも数多くみられ

ます。過去のパネル展では、場の理解のための環境データベース、情報

マップ等も数多く取り扱ってきました。

凡例
○：干潟・湿地・浅場
●：藻場
●：築磯・共生護岸
●：その他

凡例
○：干潟・湿地・浅場
●：藻場
●：その他

凡例
○：干潟・湿地・浅場
●：藻場

凡例
○：干潟・湿地・浅場

■ 伊勢湾・三河湾（９事例）
干潟・湿地・浅場の事例が七割を占め、平成以前からの取り組みがみら

れることも特徴です。早くから自然再生への取り組みが積極的になされてき

たことがうかがえます。

■ 瀬戸内海（１０事例）
主に国土交通省、民間企業によるパイロット事業、個別技術開発としての

干潟、浅場、藻場の再生事例が数多くみられます（６事例）。

■ 沖縄（５事例）
沖縄ならではの、サンゴ礁の再生事例を取り上げました。この取り組みは

昭和５５年代に始まっていました。また、マングローブ植栽という沖縄特有

の事例も取り上げました。

■ 有明・八代海（５事例）
いずれも平成１１年以降の取り組みを取り上げました。干潟・湿地・浅場の

事例で８割（４事例）を占めており、それらはいずれも研究プロジェクト、個別

技術開発の取り組みです。

凡例
○：干潟・湿地・浅場
●：築磯・共生護岸

凡例
○：干潟・湿地・浅場
●：藻場
●：サンゴ礁
●：その他
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実施主体（誰が）

干潟・

湿地・
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岸

その他

対象（どこで、何を）

平成11

～

実施時期（いつ）

国土交

通省

住民

その他

実施主体（誰が）

干潟・

湿地・

浅場

藻場

その他

対象（どこで、何を）

平成元

～10

平成11

～

実施時期（いつ）
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発
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事例の特徴（得たもの）

国土交
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対象（どこで、何を）
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～
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干潟・

湿地・
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海底・水際の環境評価手法に関する研究 
Environment Assessment for Sediment and Shore 

（研究期間 平成20～23年度） 

 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室     室  長  古川 恵太 
主任研究官 岡田 知也 
研究官  梅山 崇 
研究官       上村 了美 

［研究目的及び経緯］ 

 海辺における自然再生の事業として，干潟造成，藻場造成とともに，環境配慮型護岸・防波堤等の構造物の造成，運河部に

おける生物生息場再生・造成など，海底面および，水際線に密着した領域でのメニューが考えられている．実行可能性を考慮

すると，こうした取り組みは今後増加していくことが予想されるが，その整備・造成効果を明確に示す指標が確立されていな

い．そこで，環境変化が蓄積される底質・水際の基盤環境や，生物生息状況などに着目し，簡易で，かつ継続性・汎用性のあ

る評価手法を，評価方法と不可分のモニタリング（測定）手法ととともに検討し，評価の指針を得ることを目的とする． 

H21年度には，水際線の評価のためのデータ取得方法について，海中をスワス式音響測深機により，陸上部を3次元レーザ

ー測量装置により護岸部などの水際線について陸上から海中までを連続的に測定する手法の適用性について検討を進めた． 

 

内湾域における水辺環境再生事業アピールポイント強化プロジェクト 
Implementation of Environment Restoration in Urban Wetland 

（研究期間 平成19～22年度） 

 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室     室  長  古川 恵太 
主任研究官 岡田 知也 
研究官   梅山 崇 
研究官       上村 了美 

［研究目的及び経緯］ 

 沿岸域と水辺の環境の係わりについて，生物・環境の両面から概念的に繋がりが理解できる概念モデルを構築するとともに，

アピールポイントのあり方について整理を進め，その評価手法の確立，市民が主体的に参加できる活動メニューの構築を通し

て，統合沿岸域管理としての全国海の再生プロジェクトを推進する． 

  全国海の再生プロジェクト（国土交通省），の評価手法として，アピールポイントという評価地点が抽出されている．H19.3

には東京湾再生のための行動計画の第1回中間評価が行なわれ，全体としての順調な進捗が評価された．しかし，そのアピー

ルポイントで具体に，どのように評価するのか，特に横断的比較や，今後の再生計画への反映のさせ方については，十分に議

論されていないと指摘されている． 

H21年度には，アピールポイントのあり方の検討・アピールポイントにおける評価手法の確立・住民参加のメニュー作りを

柱に，江戸前のハゼ復活に向けた（棲み処探し，再生戦略検討，棲み処づくり）データ収集・検討進めた．また，生き物の棲

み処としての潮だまりの設計条件について，現地観測結果からモデル化し，潮だまりの高さ・深さをパラメータとした設計法

を確立した． 
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沿岸域住民の避難態度・行動変容に関する研究 
Research on Modification of Attitude and Behavior of Coastal Area Residents Concerning 

Evacuation 
 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 
 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室   室長  鈴木 武 
 Coastal Disaster Prevention Division,  Head  Takeshi SUZUKI 
  Coastal and Marine Department 
  沿岸海洋研究部     主任研究官 熊谷 兼太郎 
 Coastal and Marine Department   Senior Researcher  Kentaro KUMAGAI 
 

In this research, a method of measurement for estimating the effect of Tsunami education and 
training for residents are proposed. The method is composed of 5 steps: 1) Identifying contents of risk 
communication and its goal, 2) Having a questionnaire survey directed at residents, 3) Tsunami 
education and training, 4) Having the questionnaire survey again and 5) summarizing and analyzing. 
 
［研究目的及び経緯］ 

津波等の沿岸域災害に対して人命の損失を抑制するた

めには，リスクコミュニケーションを行うことにより，

住民がリスクの理解と対策への理解を深め，平常時にと

るべき対策（自宅の耐震化等）と災害時にとるべき対策

（堅牢建物への避難行動等）とを住民が自律的に実施す

るように働きかけることが必要である． 

しかし，そのような目的で実施されるリスクコミュニ

ケーション（例えば，沿岸域災害に関する住民を対象と

した防災講習会）に伴う住民の態度変容・行動変容を適

切に評価する手法が存在しない．そこで，リスクコミュ

ニケーションによる住民の態度変容・行動変容の評価手

法の提案と，提案した手法を用いた試行評価等を行う． 

筆者らはこれまで，住民が自主津波防災組織を結成し

た地域を試行地域として，リスクコミュニケーションの

際に活用できる津波避難シミュレーションシステムを構

築してきた．図-1 は，その画面例で，地震による建物・

ブロック塀の倒壊による経路閉塞と，時間経過にあわせ

た避難者の移動，津波の浸水範囲の拡大，火災延焼をア

ニメーションで示す．本検討では，このシステム等を活

用した防災講習会を行うことにより，住民に対するリス

クコミュニケーションを行った． 

［研究内容］ 

Rowan1)はリスクコミュニケーションの到達目標を 5段階

に分類する CAUSE モデルを提案している。モデルの名称

は、関係者間の信頼形成（Credibility）、リスクの存在

の気付き（Awareness）、リスクの理解（Understanding）、

対処方法の理解（Solution）、対処行動の実行（Enactment）

の各段階の頭文字である。 

避難場所

倒壊した家屋

火災の延焼

避難経路

避難者
（経路上を移動）

津波の浸水

自宅

津波避難シミュレーター

 

図-1 津波避難シミュレーションシステム 

 
本間ら 2)は、これを参考に、適切な教育プログラム策

定を行う観点から、住民の防災意識水準を 5段階に分類

できるとし、その 5段階に住民の防災意識水準を分類す

る手法を提案している。また、同手法を洪水危険地域に

適用し、住民の洪水防災意識水準を判定した事例を報告

している。本間らの手法を、津波防災意識に適用する。 

（１）態度変容の評価方法 

ここでは、本研究で提案した態度変容の評価方法を試

行事例を通じ説明する。図-2 に、評価方法のフローを示

す。まず、津波リスクコミュニケーションの目標及び内

容を設定する。次に、対象者（教育群）へのアンケート

により津波防災意識水準を測定する。講演会形式で津波

リスクコミュニケーションを行ったあと、対象者へ再度

アンケートを行う。2回のアンケート結果の差異は、津波

リスクコミュニケーションの効果により生じたと考える。 

・対象とした地域：南海地震に伴う津波被害が懸念され

ている高知県高知市種崎地区を対象とした． 
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津波リスクコミュニケーションの目標及び内容の設定

講演前のアンケート
（津波防災意識水準の測定）

講演会（津波リスクコミュニケーション）

講演後のアンケート
（津波防災意識水準の再測定）

津波リスクコミュニケーションの効果の分析
 

図-2 評価方法のフロー 

 

を対象とした。同地区の今後 30 年間の地震発生確率は

50％程度と予想されている。また、津波浸水開始時刻は

地震発生後約 25～30 分、最大浸水深は約 2～4ｍと予想さ

れている。木造住宅の多い平坦な市街地であり、地震発

生時には、津波避難場所への安全な避難が必要である。 

・リスクコミュニケーションの目標：本間らにより、住

民の津波防災意識水準を5段階に分類できるものとする。

すなわち、リスクの存在を考えたことがない（フェイズ 1）、

リスクの存在に気付く（フェイズ 2）、リスクを深く理解

する（フェイズ 3）、対処方法を理解する（フェイズ 4）

及び対処行動を実行する（フェイズ 5）である。フェイズ

1は原初状態であり、段階的にフェイズを経て、災害時に

自律的に対処行動をとることができるフェイズ 5まで至

ると考える。過去の活動から得た知見により、同地区の

住民の津波防災意識水準は概ねフェイズ 2または 3にあ

ると考えた。そこで、フェイズ 3及び 4に関する知識を

中心に講演を行い、講演前に比較して、フェイズ 3また

は 4の津波防災意識水準にある住民の割合が増加するこ

とを目標とした。 

・リスクコミュニケーションの内容：講演内容をそれぞ

れ，フェイズ 2に関する内容が 1項目（全体の 6%）、フェ

イズ 3に関する内容が 12 項目（同 67%）、フェイズ 4に関

する内容が 5項目（同 28%）であり、フェイズ 3及び 4

に関する知識が中心である。 

・アンケート方法：片田ら 3)が作成した津波防災意識水

準を測定するアンケート票を使用し，フェイズ 3及び 4

の到達度評価項目に講演内容が概ね対応させた．あらか

じめアンケート票を記入用具とともに配布しておき、講

演前にアンケート票に黒色ボールペンで記入した。記入

が終わると、この時点ではアンケート票は回収せず、そ

のまま対象者の手許に留めておいた。講演後に，同じア

ンケート票に再度回答した。なお、最初の結果と区別す

るため色を変え赤ボールペンで全ての項目に上書きで記

入する。なお、回答が最初と変わらず同じ場合であって

も上書きで記入した。記入後、アンケート票を回収した。

各フェイズは 1つないし幾つかの到達度評価項目を関連

づけ、各到達度評価項目は 1つないし幾つかの質問を関

連づけている。各質問の選択肢に点数（基準）を作り、

住民の防災意識水準のフェイズを判定する方法を提案し

ている。それを用い今回の対象者の津波防災意識水準を

判定した。 

（２）試行評価の結果 

図-3 に、講演前及び講演後の津波避難の意識水準をそ

れぞれ示す。講演前はフェイズ 3に約 40％の分布率ピー

クを持つ分布を示した。講演により、フェイズ 3がやや

減少しフェイズ 2及び 4がやや増加する傾向があったが

変化は小さかった。今回の試行は津波防災の取組みが比

較的積極的に行われている地域を対象に行ったため講演

前後の変化が小さかったが、他の地域を対象に同様に実

施する等により事例を積み重ねることで，提案した手法

による意識の計測の適用性等を引き続き検証していくこ

とが必要である． 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

講演前のフェイズ分布（n=34）

フェイズ1 2 3 4 5

100%

80%

60%

40%

20%

0%

講演後のフェイズ分布（n=26）

フェイズ1 2 3 4 5
 

図-3 講演前及び講演後の津波避難の意識水準 

 

［研究成果］ 

教育群へアンケートを行い、講演したうえで、1回目と

同じアンケートを行い、2回の結果の差異は、津波リスク

コミュニケーションの効果により生じたと考えることに

より、津波リスクコミュニケーションが教育群の津波防

災意識水準に及ぼした効果を測定する手法を提案した。 

［成果の発表］ 

熊谷兼太郎・小田勝也・片田敏孝・本間基寛：津波リス

クコミュニケーション効果の測定方法及び測定事例：津

波防災教育の効果計測手法に関する検討，土木計画学研

究・講演集，Vol.38，2008． 
［成果の活用］ 

本検討の成果は，港湾管理者等が防災教育を計画・実

施に活用され，国総研はその技術支援を行う予定である． 

参考文献： 
1) Rowan, K. E.: Why Rules for Risk Communication Are Not 
Enough: A Problem-Solving Approach to Risk Communication, 
Risk Analysis, Vol. 14, No. 3, pp.365-374, 1994. 2) 本間基

寛・片田敏孝・桑沢敬行：住民の防災意識水準に応じた

教育プログラム策定手法に関する研究，土木計画学研

究・講演集，Vol.37，No.257，2008．3) 片田敏孝・本間

基寛・小田勝也・熊谷兼太郎：津波防災教育の効果計測

手法に関する検討，土木計画学研究・講演集，Vol.38，2008． 
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低頻度メガリスク型沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の

評価に関する研究 
Evaluation Method of Countermeasures with Various Utilities against Infrequent Mega-risk Type 

Coastal Hazards 
 

（研究期間 平成 18～21 年度） 
 
 沿岸海洋研究部沿岸防災研究室 室長 鈴木 武 

Coastal and Marine Department  Head Takeshi SUZUKI 
Coastal Disaster Prevention Division 主任研究官 岡本 修 
 Senior Researcher Osamu OKAMOTO 

 
The Aim of this project is to propose measures for reducing mega-risk type coastal hazards which 

also have social utility during ordinary times and to establish methods for evaluating the effects of 
these measures and for facilitating consensus-building among local residents, administrative bodies 
and other stakeholders. 
 
［研究目的及び経緯］ 

大規模地震をはじめとして台風の大型化や海面上昇

によるものなどこれまでの想定を超過した現象が生起

し、被害が大きくなることが懸念されている。本研究

では、発生頻度は低いが、ひとたび生起すると沿岸域

の居住者や各種の機能等に大きな被害をもたらす低頻

度メガリスク型沿岸域災害対策として、災害時に減災

効果があり、非災害時（平常時）にも社会的効用があ

る対策を提案するとともに、こうした多様な効用を有

する施策に関する評価手法及び地域住民等と行政との

合意形成手法の構築等を行うこととした。 
［研究内容］ 

１．沿岸域災害対策のシナリオ想定  

これまでの想定を上回る規模の津波・高潮について、

低頻度メガリスク型沿岸域災害の範囲を明確化してお

く必要があることから、低頻度メガリスク型沿岸域災

害のシナリオの設定を行った。津波・高潮それぞれの

ケースについて、津波のケースには東南海・南海地震

が同時に発生した場合を想定するとともに、高潮のケ

ースには地球温暖化による海面上昇を考慮し既往の最

大級の台風が襲来した場合を想定した。 
２．沿岸域災害に対する多様な効用の評価 

沿岸域災害対策の有する多様な効用について、便益

帰着構成表をベースに項目出しし、一部について定量

的評価を実施した。また、低頻度メガリスク型沿岸域

災害に対する多様な効用を持つ対策を提案するととも

に、災害時の効用と非災害時の効用が発揮される場合

において災害頻度に関する条件を定量的に評価した。 

３．合意形成モデルの検討 

 合意形成モデルについては、これまでの公共事業に

関する合意形成についての文献資料をレビューし、沿

岸域災害対策の合意形成に関する課題の抽出等を行っ

た。有識者を招聘した講演会及び公益企業に対するヒ

アリング等を行い、沿岸域災害対策に関する合意形成

モデルについて提案した。 
４．統合高潮・高波対策施設マネジメントシステムの

構築 

モデル港湾を対象に、統合的マネジメントシステム

の試作を行った。システム試作に当たっては、施設の

老朽度の現状把握手法、施設の構造耐力の現状把握手

法、施設の劣化度の現状把握手法、高潮・高波に対す

るに対する危険度評価手法、背後地域の脆弱性評価手

法についてそれぞれ整理した。 
５．ガイドラインの作成 

 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策のガイドライン

を改良するため、韓国において巨大高潮後の対策につ

いて調査するとともに、有識者からなる検討会を開催

して各委員から意見聴取を行った。また海外における

巨大高潮後の対策等も参考にしながら、沿岸域災害対

策のガイドラインを改良しとりまとめた。 
［研究成果］ 
１．沿岸域災害対策のシナリオ想定 

 津波災害に関する検討は、津波災害の発生によって

大規模な被害の発生する可能性のある地域を選定した。 

津波の想定規模は、「東南海・南海地震津波規模」とし

た。なお、津波災害の想定シナリオでは地球温暖化に
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伴う海面水位の上昇を考慮しないものとした。また、

高潮災害に関する検討は、臨海部に都市機能が集中し、

災害の発生によって大規模な被害が発生する可能性が

高い地域を対象とし、地球温暖化に伴う海面上昇量を

５０ｃｍ、来襲台風規模を室戸台風級とする高潮災害

のシナリオを想定した。 
２．沿岸域災害に対する多様な効用の評価 

多様な効用の評価手法の検討に際しては、公共事業

の費用便益分析で便益を評価する際に作成する「便益

帰着構成表」がベースとなるものと考えた。これらを

ベースに、平常時の効用と災害時の効用との定量的比

較を行い、以下の結論を得た。 
（１）災害時の効果に対して６％の平常時の効果があ

れば 200 年確率以下の場合、被害軽減額と同程度の防

災投資が可能である。（２）災害時の効果に対して７％

以上の平常時の効果があれば発生確率の如何に関わら

ず被害軽減額以上の防災投資が可能である。           
このほか、新たな評価手法に関する模索も同時に行

っており、（１）プロスペクト理論、（２）復旧経路の

評価、（３）被害額算定式・費用便益分析の改良の方向、

といった形でのアプローチもありうることが明らかに

なった。 
また、沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策とし

て、平常時にはにぎわい機能を有し、災害時には高潮・

高波災害の低減に資する施設配置について提案した

（図－１）。 

 
 図－１ 多様な効用を持つ対策 

 
３．合意形成モデルの検討 

低頻度メガリスク型沿岸域災害対策に関する複数の

受益者（≒意思決定主体）の選好を集約するためのモ

デルを構築した。 
また、京都大学・藤井聡教授が推薦するＣＡＵＳＥ

モデルを活用し、各種ステークホルダーで構成される

協議会を設立し議論とモニタリングを主な役割として

持たせる案を提唱した。 
４．統合高潮・高波対策施設マネジメントシステムの

構築 

高潮・高波対策施設の老朽度等について、その度合い

に応じてランクを分類する方法により、老朽度等を評

価することとした。そののち、図－２に示す流れでシ

ステム構築を行った。 

 
 図－２ マネジメントシステムの検討フロー 

 
５．ガイドラインの作成 

 ハリケーン・カトリーナ後にとられた対策、また国

内外での先進的な高潮対策等を参考資料とし、多様な

効用を持つ対策を進展させた形でガイドラインに盛り

込んだ。また、検討会においては、各委員から、災害

対策の考え方や災害対策の進め方に関する提案などが

あり、ガイドライン素案の改良にこれらを適切に取り

入れた。 
［成果の発表］ 
（公表資料及び講演会など） 

 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の評価手法に

関する研究（土木学会土木計画学研究発表会（秋）、土

木学会、2008） 
 沿岸域における後悔しない政策に関する合意形成の

フレーム（土木学会土木計画学研究委員会・防災計画

研究発表会、土木学会、2008） 
Preparations Against Mega-Risk Coastal Hazards 

(PIANC MMX Congress Liverpool UK 2010) 
［成果の活用］ 

地方整備局、海岸管理者等が津波・高潮防災計画に

際して、平常時にも効用のある多様な効用を持つ対策

の立案を実施することに活用可能であるほか、防災投

資に関する合意形成の方法を検討する上での参考資料

となるものである。 

災 害 時

人命・資産被害の軽減等 
津波・高潮到達の遅延等 

にぎわい空間の創出 

平 常 時 

交流機会の増加等 

191



沿岸域における有害物質等による環境リスクに関する基礎的研究 
Basic Study for Environmental Risk of Hazardous Substances in Coastal Area 

 
（研究期間 平成 18～21 年度） 

 
 沿岸海洋研究部     部長   數土  勉 
 Coastal and Marine Department   Director   Tsutomu SUDO 
  沿岸海洋研究部  沿岸防災研究室   研究員   有賀  藍 
 Costal Disaster Prevention Division,  Research Engineer   Ai ARIGA 

Coastal and Marine Department 
    

 
Information on behavior of contaminant in reclaimed lands by dumping either dredged material or 

wastes was collected. Based on the information, a waste management database was built 
experimentally and questionnaire survey and interview on validity of database in managing coastal 
confined waste disposal site and usability were conducted. In consequence of the survey 
effectiveness of the database was suggested.    
 
［研究目的及び経緯］ 

国民の安定した生活を下支えしている海面廃棄物処

分場を今後とも安定的，また，経済的にも配慮しつつ

効率的に確保していくためには，海面処分場の特性に

合致した環境リスク管理手法が必要である．また，浚

渫土砂の埋立・有効利用・海洋投棄等に係る情報の集

約化や関係者間で情報を共有するための方策が求めら

れている．  
本研究は，海面廃棄物処分場，浚渫土砂の埋立により

造成された埋立地を対象として，有害物質の挙動に関す

る各分野におけるデータの集積を分野横断的に図るとと

もに，有害物質を管理するためのプロトタイプのデータ

ベースの開発を行った． 

 
［研究内容］ 

 本研究では，陸上・海域等における有害物質挙動，環

境・生物・健康等へのリスク評価について，文献ベース

で関連情報を把握整理した後，海面処分場等を対象とし

た，データベースの開発を行った． 

 データベースの開発に当たっては，モニタリング手法

を加味した概念設計を実施し，現存する海面処分場にお

ける実際のデータを用いて試作した．この際に，海面処

分場の設置・運営主体からもヒアリングを行い，データ

ベースの利活用方法等の参考とした． 

 

［研究成果］ 

 本研究において，構築したデーベースの概要は以下の

とおり． 

（１）システム環境 

表－１ システム環境 

項目 動作環境 

OS 
Windows XP,Windows Vista, 

Windows7 

GIS エンジン ArcView9.3 

地図データベース Shape 形式 

データベース Access 

 

（２）廃棄物管理データベースの概要 

①対象とするデータ 

 ・廃棄物埋立施工履歴 

 ・受入れている廃棄物の諸元 

 ・埋立方法（直接投入，薄層埋立，片押し等） 

 ・廃棄物地盤の変形特性 

 ・雨水，保有水等の集排水設備 

 ・埋設物情報        等 

②データベース 

 廃棄物管理データベースは，海面処分場各段階で必要

とされる管理の内容に応じて，４種類のデータベースで

構成されている． 

 ・廃棄物管理メッシュデータベース 

 廃棄物埋立に関する情報 

 ・受入廃棄物データベース 

 受入した廃棄物に関する情報 
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 ・地盤高さデータベース 

 深浅測量等による高さ履歴に関する情報 

 ・モニタリングデータベース 

埋立処分後の廃棄物の物理的・化学的・力学的

特性 

③管理方法 

 データベースの管理は，メッシュ単位で行う． 

 

（３）データベースの利活用 

 データベースの利活用としては，海面処分の各段階に

おいて以下のように考えられる． 

①廃棄物埋立処分段階 

 ・効率的な廃棄物の埋立施工の実現 

 ・最適なモニタリング計画の策定 

②廃掃法に基づく閉鎖から廃止までの段階 

 ・廃止を決定する判断材料 

・廃棄物の物理的・化学的特性に応じた最適な安定化

促進法等の選定 

・合理的な浄化工事の計画策定 

③跡地利用段階 

 ・跡地利用時の地盤改良工法等の選定 

 ・跡地利用時や形質変更時の影響評価 

 

（４）海面処分場の設置・運営主体からの意見 

 海面処分場の設置・運営形態により異なった，意見が

寄せられた． 

 ・設置から跡地売却まで実施している主体にとっては，

導入による意義は大きい 

 ・運営のみを行っている主体では，廃棄物の埋立履歴

の必要性は薄いが，特殊な廃棄物や維持管理に係る情

報のデータベースについては，導入の意義は大きい． 

〔成果の公表〕 

関係学会等において成果を発表する予定． 

 

［成果の活用］ 

海面処分場を設置・運営主体に対し，今回開発したプ

ロトタイプのデータベースを提供し，各処分場に適応し

た形で活用してもらうことを想定している． 
 

図－１ 廃棄物管理メッシュデータベースの表示例 

図－２ 廃棄物管理メッシュデータベース 

図－３ 廃棄物管理メッシュデータベースの属性情報 
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管理型廃棄物埋立護岸長期維持管理技術の開発 
Development of Long Term Maintenance Method of Coastal Confined Waste Disposal Site 

 
（研究期間 平成 20～21 年度） 

 
 沿岸海洋研究部     部長   數土  勉 
 Coastal and Marine Department   Director   Tsutomu SUDO 
  沿岸海洋研究部 沿岸域防災研究室  研究員   有賀  藍 
 Coastal Disaster Prevention Division,   Research Engineer   Ai ARIGA 

Coastal and Marine Department    
 

It is necessary to develop long term maintenance method of coastal confined waste disposal site, 
because of expected roles of the site i.e. to function as a final disposal site and to be utilized properly 
after the completion of disposal and its structural characteristics. In this study estimation model for 
retained water level behavior site was developed and verified using observation data of an actual 
disposal site.  
 
［研究目的及び経緯］ 

 管理型廃棄物埋立護岸は，廃棄物の処分が完了し，

廃棄物最終処分場として廃止された後に用地を有効活

用することが求められる．土地を有効活用する段階で

は，「港湾の施設」として港湾法に基づく長期にわたる

維持管理，跡地の管理・活用が必要である．  

本研究では，保有水位挙動を予測するモデルを開発し，

現地調査による実証を行った．これらの成果及び港湾法

維持管理省令に基づく維持管理計画策定方法、維持管理

手法等を「管理型廃棄物埋立護岸の維持管理計画策定・

跡地活用ガイドライン(仮称)」として取りまとめる予定

であったが，海面最終処分場の閉鎖・廃止の適用マニュ

アルを，現在，環境省が検討中であることから，ガイド

ライン構成の作成及び参考資料の体系的整理に留まった。 

 
［研究内容］ 

（１）現地調査 

 実際の海面廃棄物処分場において，地質調査，保有水

等の連続観測調査，地中レーダ探査，雨量調査，水質調

査を実施． 

 

（２）保有水挙動予測モデルの開発 

 本研究では，専門的な浸透流解析の知識を持たない管

理者であっても，容易に保有水位の取扱いが可能なよう

に，廃棄物地盤を水平一様な矩形モデルとし，長辺方向，

短辺方向をそれぞれ３分割した９セルモデルでの予測モ

デルの開発を行った． 

 この予測モデルに，現地で測定された，透水係数，連

続水位観測，雨量等のデータを元に再現性の検討を行っ

た． 

 

 
図―１ 処分場の平面図 

 

図－２ 予測モデルの概念図 
 
［研究成果］ 

（１）現地調査 

 地下水観測孔において連続観測した保有水水位の経時

変化は，降雨の直後には水位が急激な上昇と下降を示し，

降雨の強い影響を認めることが出来た．また，観測地点

○ ○

集水暗渠

帯水層厚

長辺方向
３分割

短辺方向
３分割

内水位

護 
岸 

廃棄物層

外水位 外水位護

岸

観測井 

海底地盤
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により，降雨による反応は様々であり，廃棄物地盤の不

均一性に起因するものと思われる． 

 また，地中レーダ探査で想定した保有水水位は，観測

孔で得られた保有水水位に比較して，全体的に 0.3m 程度

高い傾向が見られたが，処分場の全体的な保有水の平面

分布傾向は，ほぼ一致していた． 

 

 
図－３ 水位コンター図（上：地中レーダ探査  
     下：地下水観測孔） 
 
（２）保有水挙動予測モデルの開発 

 今回開発した予測モデルでは，廃棄物地盤が埋め立て

られた破棄物の属性等が異なるため不均一な地盤となる

ことが一般的であること，また，集排水施設がそれぞれ

の処分場で異なることから，それぞれの処分場において

使用する場合は，独自のパラメーターを設定する必要が

ある． 

 以下に，観測された保有水データと予測モデルの再現

性を図るための設定手順を示す．（図－４） 

①全体の水位レベルの適合．概算の水収支で決定できる

涵養量 Fを最初に決定する． 

②透水係数ｋを概定する． 

③保有水位の変動幅（変動傾向）を有効空隙率 ne により

適合させる． 

④降雨に対する水位変動の鋭敏さに着目して，涵養の遅

延を考慮するタンクモデルの可否を判断する． 

 
［成果の発表］ 

[1] 小田勝也，有賀藍，束原純，神原隆則，橋本和佳，前

田直也，王寺秀介：海面廃棄物処分場における保有水挙

動予測モデルの再現性に関する研究，第 20 回廃棄物資源

循環学会研究発表会講演論文集，pp.413-414，2009. 
[2] 小田勝也，有賀藍，束原純，神原隆則，橋本和佳，前

田直也，王寺秀介：海面廃棄物最終処分場における保有

水水位の平面分布調査，第 20 回廃棄物資源循環学会研究

発表会講演論文集，pp.413-414，2009. 
[3] 小田勝也，有賀藍，束原純，神原隆則，橋本和佳，前

田直也，王寺秀介：海面廃棄物最終処分場における保有

水挙動予測モデルのパラメータに関する研究，第 20 回廃

棄物資源循環学会研究発表会講演論文集，pp.413-414，
2009.  
 その他関係学会等において成果を発表する予定である． 
 

［成果の活用］ 

今回開発した保有水挙動予測モデルについては，利用

マニュアルも作成しており，処分場管理者が，保有水管

理を行う際のツールとして活用されることが期待される． 

涵養量F
（あるいは涵養率F/P）

透水係数ｋ 有効空隙率ｎe

保有水位レベル 保有水位の変動幅 保有水位変動の鋭敏さ

涵養の時間的遅延の有無

保有水位レベルが高い
　涵養量が大きい　あるいは　透水係数が小さい
保有水位レベルが低い
　涵養量が小さい　あるいは　透水係数が大きい

保有水位の変動幅が大きい
　有効空隙率が小さい
保有水位の変動幅が小さい
　有効空隙率が大きい

保有水位の上昇・低下が鋭い
　時間的遅延なし（タンクなし）
保有水位の上昇・低下が鈍い
　時間的遅延あり（タンクあり）

① ② ④③

保有水位の観測データ整理

パラメーター適合の順位

概算の水収支

図－４ パラメーター設定手順 
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地球温暖化による沿岸域の社会経済影響の予測 
Prediction of Social and Economic Effects in Coastal Area Caused by Sea Level Rise  

 
（研究期間 平成 14～21 年度） 

 
 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室   室長  鈴木 武 
 Coastal Disaster Prevention Division,  Head  Takeshi SUZUKI 
  Coastal and Marine Department 
 

The numerical models that describe storm surge, overtopping seawall and inundation in low-lying 
land were built up. The models cover the Three Major Bays in Japan and the southern Japan. By the 
models, inundation damage were estimated corresponding to changes of sea level rise, storm tide and 
protection level of seawall. 
 
［研究目的及び経緯］ 

地球温暖化によって引き起こされる海面上昇は、今後

100 年間で 18 から 59cm と予測されている。沿岸域に人口

や資産の多くが集積するわが国では、その海面上昇が現

実のものとなったとき、沿岸域では多くの種類の影響が

全国各所に発生する。この大規模な影響による社会の損

害を最小化するため、種々の対策を総合的計画的に講じ

ていかなければならない。こうした対策立案の前提とし

て、沿岸域における被害を見積もることが必要である。

このため、被害が大きいと考えられる日本南岸地域（関

東地方から九州地方）、とりわけ人口、資産、経済活動が

集まっている大都市部を対象に、遠い将来を見通すこと

による不確実性の存在に配慮しながら、沿岸域における

社会経済的な影響の予測を行った。 

 

［研究内容］ 

（１）三大湾の高潮浸水 

 わが国の沿岸は三大湾の奥部に大規模な低平地があり、

そこに東京、大阪、名古屋の大都市圏の一部が広がり、

多くの人口と資産が集積している。そのため、温暖化に

よる高潮浸水の被害は、三大湾奥部の低平地の状況が全

国の中で大きな意味を持つ。 

 そのため、三大湾奥部の低平地を対象に、温暖化の程

度の違いによって浸水被害がどのように変化するかを調

べるため、既往の高潮計算技術をもとに高潮を予測し、

得られた高潮から陸上の浸水を予測する数値モデルを作

成した。 

 高潮による広域浸水の予測においては、高潮時の潮位

上昇に伴う越流と高波発生時の越波による陸域への浸水

を考慮する必要がある。そのため、波浪と高潮のシミュ

レーションを組み合わせた浸水モデルを構築し、予測を

行った。湾外および湾内全体の海域を対象とする高潮お

よび波浪計算は、柴木・渡辺 1)の方法を用いた。高潮の

浸水モデルで採用した越波・越流現象を考慮した浸水計

算の方法は、次の通りである。 

 大規模な浸水被害を発生させる高潮の浸水要因は、越

流に高波による越波が加わる。高潮浸水計算において、

越流時には、津波浸水計算と同様、陸域浸水計算に岩崎・

真野 2)の方法を、越流量の計算に本間公式 3)を用いた。越

波については、高潮計算および波浪推算や波浪変形計算

より求まる各構造物前面での潮位および波浪を入力条件

として、合田 4)の期待越波流量算定図に基づく越波量の

計算を採用した。そして、その越波量を海陸境界から陸

域への流量条件として与え、越流時と同じように高潮浸

水計算を行った。 

 

（２）日本南岸地域の高潮浸水 

 台風の来襲頻度が高い日本南岸地域（関東地方から九

州地方）において高潮による浸水を予測した。予測にお

いては、まず、連続する低地を 1つの計算領域として西

日本地域の主要な低地に計算領域を設定する。設定した

計算領域ごとに現状を表現する地形と堤防等のデータを

与え、レベル湛水法によって高潮浸水の状況を表現する。

堤防等からの海水流入は本間の越流公式 2)を用い、様々

な高潮偏差の場合の浸水を計算する。それらにより日本

南岸地域における浸水状況を表現するモデルを構築し、

そのモデルに海面上昇量と高潮増大率を与えて高潮によ

る浸水を予測した。 

 

［研究成果］ 

（１）三大湾地域 

 三大湾奥部における浸水範囲と最大浸水深の予測結果

の空間分布を図-1～3に示す。HWL に平均海面の上昇 0.6m

を加えた海面高に、計画台風の 1.3 倍の台風を与えた条
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件で計算したものである。それらによれば、東京湾奥部

では東京南部沿岸に高潮に脆弱な地域が多く、伊勢湾奥

部では木曽三川河口沿いと名古屋港奥部周辺に高潮に対

して脆弱な地域がみられる。そして、大阪湾奥部では大

阪港の中部から南部に広がる埋立地とその周辺に高潮に

脆弱な地域が多いことが分かる。 

 

図-1 東京湾の高潮浸水 

 

 
図-2 伊勢湾の高潮浸水 

 

 

図-3 大阪湾の高潮浸水 

（２）日本南岸地域 

 日本南岸地域における海面上昇量 60cm、高潮増大率が

1.3 の場合の高潮による浸水面積を図-4 に示す。 

 その図から、日本南岸地域では大きくみて三大湾、瀬

戸内海、九州北西部の沿岸地域が高潮浸水に対して脆弱

な地域であることが分かる。詳しくみると、中国・四国

地方では高潮に脆弱な地域が瀬戸内海沿岸の全域にわた

って分布し、日本海沿岸と太平洋沿岸で高潮による被害

の危険性が低くなっている。そして、九州地方では九州

北西部、北九州、周防灘、別府湾、宮崎県南部、薩摩半

島に高潮に脆弱な地域があることが分かる。 

 

 

図-4 日本南岸地域の高潮浸水 

 

［成果の発表］ 

鈴木武：太平洋岸地域における地球温暖化による高潮浸

水被害の予測，地球環境研究論文集，Vol.17，2009． 

鈴木武：高潮浸水シミュレーションによる三大湾奥部の

浸水被害の感度解析，海洋開発論文集，Vol.24，2008． 

 
［成果の活用］ 

この成果は、地球温暖化の進行に合わせて対策を適切

に進めていくことを検討するための基礎情報を提供する。

それは同時に、温室効果ガスの安定化濃度の目標を設定

する際に考慮しなければならない温暖化による沿岸域の

高潮リスクの増大についての定量的な知見を提供するも

のでもある。 

 

参考文献： 
1) 柴木秀之・渡辺晃：密度成層と Wave Setup を考慮し

た多層高潮推算に関する研究，土木学会論文集，

No.719/II-61，2002．2) 岩崎敏夫・真野明：オイラー座

標による二次元津波遡上の数値計算，海岸工学講演会論

文集，Vol.26， 1979．3) 土木学会編：水理公式集 昭

和 60 年度版，土木学会，1985．4) 合田良實：港湾構造

物の耐波設計，鹿島出版会，1975． 
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高潮による漂流物衝突力の評価手法の調査 
Research on Modification of Attitude and Behavior of Coastal Area Residents Concerning Evacuation 

（研究期間 平成21～22年度） 

 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室                室  長  鈴木   武 
 沿岸海洋研究部             主任研究官 熊谷 兼太郎 
［研究目的及び経緯］ 

 本研究は，「地球温暖化に起因する気候変化に対する港湾政策のあり方」（平成21年3月，交通政策審議会），「ゼロメートル

地帯の高潮対策検討会」提言（平成18年1月）で挙げられた海岸保全施設の安全性を確保する流出物対策の研究推進等に対応

し，高潮による漂流物の数値シミュレーションモデルの構築及び漂流物の挙動に係るデータを収集する実験を行い，漂流物が

海岸保全施設に与える影響の評価手法等について調査する．平成21年度は，台風防災実験水路における基礎的な模型実験等を

実施した． 

 

高潮・津波からの避難方策多様化に関する調査 

Research on Promotion of Diversification of Refuge from Tsunami and Storm Surge 
（研究期間 平成20～22年度） 

 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室        沿岸海洋研究部長      數土 勉 
                                    主任研究官      岡本 修 
［研究目的及び経緯］ 

 計画外力を超過する巨大高潮・津波への対応、海面上昇への対応のために海岸整備の重点化／避難対策の多様化が求

められている。また、予め定められた避難場所への避難を前提とするハザードマップ等の避難対策には限界がある。し

かし、自宅・鉛直避難等避難方法多様化の必要性は指摘されているが、具体的な指針が存在しない。 

このため、本調査では別途、国総研が検討を進めている陸上地形の３次元性考慮した高潮・津波ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ手法等に関

する検討成果、全国各地域において検討・作成が進められている高潮・津波浸水計算結果、避難計画等に基づいて自宅

避難、鉛直避難等多様な避難方策が可能かどうかを判定するための手法をとりまとめる。その成果に基づいて多様な避

難方法と海岸整備の効果を組み合わせた対策効果評価手法の提案、多様な避難方法を導入した避難計画の試行的作成に

よる住民と行政・専門家間のコミュニケーション手法の検討を行う。 

平成21年度は、自宅避難、鉛直避難等多様な避難方策の可能性判定に資するため、高潮・津波からの鉛直避難等に関

するケーススタディを行った。 

 

持続可能な臨海部における廃棄物埋立処分に関する研究 

Development of Comprehensive Management Method for Stable and Efficient Coastal Waste Disposal Sites  
（研究期間 平成21～23年度） 

 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室        沿岸海洋研究部長     數土  勉 
                                     研 究 員     有賀  藍 
［研究目的及び経緯］ 

 我が国の廃棄物最終処分は，大都市圏を中心として海面処分場に大きく依存している．終了後の跡地については，臨

海部における土地として有効利用することを目的としている．しかし，処分場跡地は環境保全のための基準・規制の導

入により，建設・維持管理費が増大するとともに跡地売却が困難になり，港湾管理者，海面処分場の設置運営主体の財

政を圧迫する要因となっている． 

このため，本研究は，海面処分場における廃棄物埋立処分と適切な跡地利用を両立させるために，建設・維持管理・

跡地利用段階の長期にわたるコストを低減するための技術，並びに，長期コストを発生者等が適正に負担する制度につ

いて研究する． 

平成2１年度は、海面廃棄物処分場の埋立工法・地盤改良工法に関する既存資料等を収集整理し，廃棄物の種類・性

状等に応じた護岸性能等について分析を行うとともに，海面廃棄物処分場設置・運営主体へのアンケートを行うことに

よって，廃棄物及び地盤の特性と建設から維持管理までの費用の情報を収集整理した． 
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内湾域における総合的環境管理のための環境モニタリングシステムの研究 
Research on an Integrated Environment Monitoring System for Enclosed Bay 

（研究期間 平成16～21年度） 

沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室    室  長      日向 博文 
Costal Zone Systems Division, Costal and Marine         Head       Hirofumi HINATA 
沿岸海洋研究部 海洋環境研究室                  室  長         古川 恵太 
Marine Environment Division, Costal and Marine           Head       Keita FURUKAWA 

          主任研究官  岡田 知也 
                                                                    Researcher       Tomoya OKADA 
 
Environmental monitoring system of semi-enclosed basins for integrated environmental management was 

examined based on high-frequency ocean surface radars, numerical coastal ocean models and database 
using Coastal and Estuarine Markup Language and Oceanographic Observation Metadata Profile.  
 
［研究目的及び経緯］ 

 沿岸における環境の把握・診断・評価と総合的な環境

施策実施支援のための基盤整備として、短波海洋レーダ

を中心とするモニタリングシステム、流動モデル、デー

タ提供システムを核とする内湾域の総合的環境モニタリ

ングシステムの提案・構築を行うことを目的とする。 

H16年度から17年度にかけて新たにDigital Beam 

Forming（DBF）タイプの短波海洋レーダ（以下、HFレー

ダ）を購入した。同時に、H16年度からH18年度にかけ

て、東京湾および有明海に従来型のPhased Array（PA）

タイプのHFレーダを設置し、両閉鎖性内湾表層の広域流

動を計測すると共に、HFレーダで計測した流況状況をリ

アルタイムでインターネットを介して提供するためのシ

ステムのプロトタイプを試作した。設置されたレーダに

よる２時間毎のモニタリング結果は、各観測ステーショ

ンから電話回線によって国総研に設置した中央局に転送

される。その後、中央局内の解析ソフトを用いて、ビー

ム毎に支線方向流速を計算し、流速ベクトルを合成する。

その後、ローパスフィルター（25時間移動平均）処理を

施し、表層収束発散場を計算し、予測潮位とともに流況

をインターネットを通して配信されるシステムを試行し

た。システムは安定的に運用され、その実効性が確認さ

れた（図１）。このプロトタイプシステムは現在、各地方

整備局におけるゴミ回収支援システムに展開・応用され

ている。また、HFレーダによる第1段階の潮目検知手法

として中立粒子による粒子追跡法を提案した。具体的に

は、ある時刻に湾内のほぼ全域にHFレーダによる空間分

解能よりも細かい距離、例えば数百メートル間隔で粒子

を配置し、HFレーダで計測した25時間移動平均流速に

よって、対象となる時間まで粒子を移動させる方法であ

る。この方法で東京湾内に2007年12月に形成された潮

目を検出してみた。検証は人工衛星画像による海面での

高濁度水（河川水）分布との比較、さらにはベイクリン

（環境整備船）の作業日報や航跡に基づいて行った。そ

の結果、東京湾奥（東京港沖）から横浜沖にかけて南北

に発達した潮目（河川水と海水との境目）を上手く検出

することに成功した。しかしながら、中立粒子法だけで

はとらえきれない潮目があること等の課題も明らかとな

った。効率的な漂流ゴミ回収のために求められるもう一

つの機能である漂流物追跡機能についても、GPS漂流ブ

イを用いた漂流ブイ追跡実験を行った。東京湾や有明海

湾奥部のHFレーダ観測海域内にGPS漂流ブイを投入し、

半日から１日間流れによって漂流させ、その軌跡をHF

レーダによって計測した流れから推測できるかどうかを

検証した。その結果、半日から1日間の漂流軌跡を1km

から2km程度の誤差で追跡できることがわかった。また、

漂流ブイの風による影響や漂流ブイの大きさとHFレー

ダによる計測水深の差を考慮すると、その誤差は110m

までに小さくなった。ただし、風が弱く吹送流が卓越し

ない場合、特に、複数の循環流が共存するような場では、

循環流の境界付近での追跡精度には注意が必要であり、

今後、確率的な概念を吹くんだ追跡方法についても検討

していく必要がある。H19年度からH21年度にかけて開

放性沿岸域（五島列島西岸）における潮目検知追跡技術

の開発を開始した。外洋域では閉鎖性内湾域に比べて（残

差流の）流速が大きく、中立粒子法の場合、レーダ内に

配置した中立粒子が短時間で計測範囲外に移動してしま

うことが懸念される。また一般に河川フロントが無いた

め、収束発散場も内湾域ほど強くないことが予測された。

同時に、海流や渦などの影響で流れの非定常性が強く、

収束発散場に基づく潮目検知は原理的に無理がある。そ

こで、HFレーダ観測と力学系理論を組み合わせた潮目

（ゴミ集積海域）特定方法を提案した。まず、HFレーダ

観測結果を利用してFinite-time Lyapunov Exponent 

(FTLE)を計算し、Lagrangian Coherent Structure(LCS)

のマッピングを行った。続いてLCSの発生位置と渦度分

布、人工衛星画像による表層水温（SST）・クロロフィル

a（chl.a）濃度分布との比較、さらには、空撮による漂

流ゴミ分布との比較を行い、本提案方法の精度検証や物

理的根拠を考察した。これらの比較から、渦度極大域の

周辺に顕著なLCSが発生すること、LCSの位置は基本的

にはSST/chl.aフロントの位置と対応しているが、カオ
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ス的混合過程よりも乱流的な混合過程が支配的であると

考えられる海域に位置するフロントは検出できないこと、

風圧流の影響を受けない漂流ゴミの集積域はLCSによっ

て精度良く予測できる可能性が高いこと、五島列島西岸

沖ではLCSの発生には明確な季節変動があり、傾圧不安

定によると推測される渦生成が活発な秋季に顕著なLCS

が発生することを示した(図2)。ここで開発した手法は

H22年度以降各地整のゴミ回収支援システムの高度化に

役立てる予定である。H19年度よりHFレーダのゴミ回収

効率化や環境面、海運面への応用を将来に渡って安定的

に行うために、レーダに対する国際的な周波数割り当て

を目的とし、世界無線会議において活動を行った。具体

的には、2007年における世界無線会議（WRC）において、

HFレーダへの周波数割り当てを2012年のWRCでの議題

として認めてもらうことに成功した。その後、既存サー

ビスとの混信回避のための技術的課題の整理と解決策を

技術ワーキングおよびアジアオセアニア地区の準備会合

において議論しており、世界各国の理解を得つつあり、

概ね2012年に開催されるWRCにおける周波数分配の目処

が立ってきたところである（図3）。引き続き、HFレーダ

に関する今後の世界情勢に注視しつつ、2012年での配分

を目指していく。 

一方、H16-21年度にかけて水質モニタリングデータのリ

アルタイム受信システムの構築，沿岸流動－水文－気象

モデルのシステム設計等を行ってきた。沿岸流動モデル

は、流れによる動圧を加味して非静水圧を仮定した。ま

た、乱流モデルとしては、空間平均により対流項により

発生する乱れ強度の推定法に関するモデルであるLESを

採用した。微細な流れ場の計算を行う際に問題となる数

値拡散，数値不安定を抑制するために、セミラグランジ

アン法であるCIP法を用いることとした。また、水表面

付近で小さなメッシュサイズを与えて計算できるALE法

を用いたこと、海岸線付近での再現性の低さを改善する

ために、曲線で海岸線を再現することができる一般座標

系を計算に用いたことなどが特徴である。水文モデルは、

平水時，洪水時両者の再現性が高くなるよう、空間的な

降雨量の分布による流出の違いを再現するために、層厚

一定で水平面内に広がる2次元モデルを用いた。また、

不飽和域が大きな割合を占める領域が山地付近に広がっ

ていることから不飽和浸透モデルを用いました。また、

広域での計算を精度良く行うため、1次元河道モデルを

用い流出時間の遅れなどを再現できるモデルとしました。

沿岸流動モデルにおいて重要となる風の場を精度よく与

えるために境界条件としてGPVデータを用いた。また、

沿岸流動モデルにおいて重要となる風の場は、特に強風

時での良好な再現が必要とされる。そこで、竜巻などの

変化の大きな流れ場も再現することができる非静水圧モ

デルを用いた。以上のモデル結果をインターネット上で

配信するためのシステムも併せて開発した。環境モニタ

リングが目指す姿は、水質・底質・生態系といった様々

な環境要素を、空間的および時間的（過去・現在・未来）

に広がりをもった場から、包括的に抽出できるシステム

である。そのシステム内においては、取得された環境デ

ータは、値そのものを表示するだけでなく、海洋環境の

中でそのデータが持つ「意味」の伝達が重要である。こ

うしたデータの「意味」に必要な情報を漏らさず記録す

るためには、海洋環境データの持つ構造を検討し、それ

を記録するためのフォーマットを準備することが有効で

ある。そこで、海洋環境のデータ構造を規定したＣＭＬ

（Coastal and Estuarine Markup Language）やそのデー

タについての情報（メタ・データ）を規定したＯＯＭＰ

（Oceanographic Observation Metadata Profile）を用

いて、海洋環境の標準化という試みを行った。また、海

洋データおよびデータに付随する情報を列挙・精査する

ために、その関係を構造的に規定するためにモデル図（Ｕ

ＭＬ）や表形式による整理を行い、データ構造を決定す

るという、データの標準化のためのガイドライン（ＩＳ

Ｏ／ＴＣ２１１）に基づいた手法を取り入れた。このよ

うな標準化をすることで、「意味」を伝えるモニタリング

のデータが、完全な形で蓄積・解析・公表することがで

きるようになった。現在、このような標準を踏襲する形

で、環境データベースの整備が各地方整備局において進

められている。（沿岸域システム研究室・海洋環境研究室） 

［研究成果］ 

現在、各地整で応用中のリアルタイムデータ提供プロ

トタイプシステムを構築した。データ提供システム利活

用法を抽出した。レーダ混信調査による他局との共存条

件設定を設定した。 

［成果の発表］ 

1) Hinata, H., N. Kanatsu and S. Fujii: Dependence of 
wind-driven current on wind stress direction in a small 
semi-enclosed, homogeneous rotating basin, Journal 
of Physical Oceanography (in press). 

2) Hinata, H., T. Yanagi and C. Sato: Sea Level 
Response to Wind Field Fluctuation around the Tip of 
the Izu Peninsula, Journal of Oceanography, 54, 
452-459, 2008. 

3) Hinata, H., T. Yanagi, T. Takao and H. Kawamura: 
Wind-induced Kuroshio warm water intrusion into 
Sagami Bay, Journal of Geophysical Research, 110 
(C3), C03023, 2005. 

4) 日向博文，金津伸好，佐藤健治・松岡建志，藤井

智史，高尾敏幸: HF レーダによる東京湾の M2 潮

流観測, 沿岸海洋研究, 第 42 号, 2005.  
5) 国土交通省港湾局国際・環境課：海洋環境データ

利活用指針, 64p. http://www.meic.go.jp/（港湾環境

情報）, 2010. 
［成果の活用］ 

HFレーダデータリアルタイムデータ提供プロトタイ

プシステムは現在、各地整で応用されている。また、こ

こで検討したデータ提供システム利活用法の抽出は本省

海域環境再生技術WGへ情報として提供されている。また、

レーダ混信調査による他局との共存条件設定を設定し、

日本寄与文書として世界無線会議へ提出。 
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市民と研究者が協働する東シナ海沿岸における海岸漂着ゴミ予報実験 

East China Sea marine-litter prediction experiment conducted by citizens and researchers 

（研究期間 平成 19～21年度） 

沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室    室  長   日向 博文 

 Costal Zone Systems Division,                                   Head       Hirofumi HINATA 

 Costal and Marine 

 

The spatio-temporal variability of the beach-litter quantity is investigated by voluntary civic organizations once in each 

two-month on the Hassaku-bana beach in Goto Islands in the course of three years. On the basis of these data, the 

oceanographers specify major marine-litter sources and marine-litter convergence areas using a numerical simulation 

model, HF ocean surface radars, and photographs taken continuously by webcams. 

 

［研究目的及び経緯］ 

１．本研究の体制（図-1）、目的 

先ず、NGO/NPOと共に海岸踏査を行うサブテーマ２で、

五島列島八朔鼻海岸に設けた定点海岸での漂着ゴミ量の

時系列を、さらに広域調査で漂着ゴミ量の空間分布を明

らかにする。サブテーマ１の数値モデリングによって、

この結果を再現するコンピュータ・シミュレーションを

用い、ゴミの発生源を逆算し、さらにはゴミの漂着時期

予報に取り組む。短波海洋レーダーで表層海流観測を行

うサブテーマ３では、漂流物の洋上での収束域を特定(す

なわち漂着場所を予想)する手法を確立する。漂流ゴミ監

視技術の確立を目指すサブテーマ４で、予報時期や場所

の精度検証を行う。 

２．結果 

図-2 海岸での回収量が多かったペットボトルのふたを

対象にした逆推定結果である。図中のバーの高さがゴミ

発生量を、またバーのトーンが発生月を示している。バ

ーがない海岸は、全くゴミを出していないか、あるいは、

ゴミを出しても全く八朔鼻海岸に漂着しないことを表し

ている。台湾沿岸や長江河口以南の中国大陸沿岸でゴミ

発生量が多く検出され、また、その時期は夏季に集中し

ている。これは、冬季に同じ場所から投棄されたゴミは、

日本沿岸には到達しないことを意味している。 

図-3 ウェブカメラ画像を解析することで得た、2008年

5 月から 2009 年 10 月までの漂着ゴミによる海岸被覆面

積の時系列。漂着ゴミ量は単調に増えるわけではなく、

増減を繰り返す。季節・経年変化と共に、一ヵ月以下の

短い時間スケールでも変動をしている。これは、北西風

の強化と漂着ゴミ量の増大が直接関係している。図には

サブテーマ１による再現計算におけるゴミ漂着量の時系

列も併せて示してある。両者は驚く程に一致している。

サブテーマ１で開発した黄海・東シナ海における漂流再

現モデルの精度の確からしさ、さらには、逆推定した漂

着ゴミ発生源や発生時期、そして発生量の確からしさを

証明するものであるが、それでも台風通過時での精度は

落ちることが分かった。 

図-4 ウェブカメラによるリアルタイムの海岸ゴミ漂着

量モニタリング技術と、予報技術を利用することで、効

率良い海岸ゴミ回収計画の提案が可能となる。たとえば、

図-4 上は大串海岸に設置したウェブカメラ画像で求め

た海岸ゴミ被覆面積の時系列である。そして、図-4下は、

ゴミ被覆面積が30m2になったタイミング(破線)で海岸清

掃を行ったと仮定した場合の被覆面積時系列である。60%

のゴミ削減が達成されると予想される。さらに、一カ月

先の漂着量が予報できることを前提に、一カ月後のゴミ

量が現在量から自然減となるならば清掃活動をスキップ

することもできる。このように、本研究課題によって、

効率のよい海岸ゴミ清掃事業を、効果を定量的に予想し

つつ立案することが可能となった。今後は手法の普及に

努めていく。 

図-5 2009年7月に船舶曳航型バルーンにより撮影され

た画像を船上のノートパソコンに無線送信し、その画像

を５分以内に解析して、海ゴミ位置を自動検出するシス

テムの開発に成功した。本サブテーマの手法では、CIELUV

色素空間中で第一象限に位置する画素を赤色に、それ以

外を黒に塗った。この処理を施すと、左図に写った褐色

の漂流物(目視によって流れ藻であることが確認された)

 

図-1 
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は、右図では赤いドットとして抽出される。このように、

本手法を用いることで、洋上での空撮による漂流物早期

検出が可能となった。 

図-6 HF レーダー観測結果を利用して Finite-time 

Lyapunov Exponent (FTLE) を 計 算 し 、 Lagrangian 

Coherent Structure(LCS)のマッピングを行った。このマ

ップを応用することで、表層流の時間変動履歴の効果を

考慮した、単に表層流の収束発散を見るよりも曖昧さの

少ない、リアルタイムの漂流物の集積域判定手法を開発

した。本研究では、流体粒子を引き付ける境界として作

用する不安定多様体(Attracting Coherent Line, ACL) を

ゴミ収束域と仮定し、ACL が実際に海洋表面の漂流物の

集積域となっているかどうかを検証した。本提案方法の

検証を行うため、セスナ機による漂流ゴミの撮影（サブ

テーマ4）に加えて、人工衛星による表層水温（SST）お

よびクロロフィル a 画像を利用した結果、LCS マッピン

グによりゴミ集積域が精度良く検知できることが示され

た。 

図-7 五島市で年に数回開催したサイエンスカフェで市

民と情報共有、成果の普及を行った。その他、2007年4

月（海洋大）、2008年12月（長崎大）で国内シンポを開

催した。さらに、2010年9月には（愛媛大）で国際シン

ポジウムを開催し、広く国内外から様々な分野の研究者

を招待し情報交換を行っていく予定である。 

［研究成果］ 

 東シナ海における漂流漂着ごみ問題の軽減に資するた

めに、海岸における漂着ごみ調査、数値モデルによる発

生源・発生量の推定、短波海洋レーダーによるごみ集積

海域特定技術の開発、および画像解析による漂流・漂着

ごみモニタリング技術の開発を行った。 

 

［成果の発表］ 

1) Hinata, H., N. Kanatsu and S. Fujii: Dependence of 
wind-driven current on wind stress direction in a small 
semi-enclosed, homogeneous rotating basin, Journal 
of Physical Oceanography (in press). 

2) Seino S., A. Kojima, H. Hinata, S. magome and A. 
Isobe: Multi-Sectoral Research on East China Sea 
Beach Litter Based on Oceanographic Methodology 
and Local Knowledge, Journal of Coatal Research, 
SI56, 2009. 

3) Hinata, H: Lagrangian analysis on the surface current 
field west of Goto Islands based on High-Frequency 
ocean radar data, Proceedeings of 15th PAMS 
Workshop, 2009. 

4) 日向博文，諸星一信，金津伸好: HF レーダーによ

る漂流ゴミ回収効率化の試み, 沿岸海洋研究, 
第 45 号,105-114, 2008. 

［成果の活用］ 

本研究で提案した FTLE 分布に基づくゴミ集積海域の

特定方法を用いて、各地方整備局が運用している漂流ゴ

ミ回収支援システムの高度化を図っていく予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 ゴミ発生場所・時期・量の推定

実測

再現計算

予測計算

図-3 カメラによるゴミ漂着量時系列の作成
とモデルによる漂着量予測

被覆面積30㎡
で回収作業

図‐4 効率的なゴミ回収タイミングの提案

60%のごみを
削減

図‐6 潮目（ゴミ集積域）特定手法の開発

図‐7 五島でのサイエンスカフェ

図-5 空撮による漂流ゴミ識別手法の開発

空撮画像の
CIELUV変換

漂流ごみ
だけを抽出
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沿岸域の地域資源を活かした地域活性化に関する研究 
Research on Local Vitalization by Using Coastal Resources 

（研究期間 平成20～22年度） 

 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室     鈴木 武 
        研究官 森本 剣太郎 
［研究目的及び経緯］ 

 世界的な金融危機とそれに伴う世界的な不況の中で地方の経済は厳しい状況になっている。また、地方活性化は政府の重要

な課題であり、地方再生戦略が2008年1月に改訂され、地域の資源を活かした自律的な地域の活性化の推進が重要な政策課題

となっている。自律的な地域の活性化を実現するためには、地域の創意と工夫とやる気とともに、地域が持つあらゆる資源を

活用することが必要である。 

 沿岸域は、海との関わりにより自然・産業・景観・歴史・文化などにおいて地域の中で特色のある空間を形成しているが、

地域活性化という面では他分野に比べて持てる特色が十分に活かされていると言い難い。そのため、沿岸域を改めて見直し、

活用されずに眠っている沿岸域の可能性を探索し、それらの有効な活用方法を検討し、様々な主体が連携してそれらの価値を

発揮させることができる仕組みを調査・分析・考察する。 

 平成 21 年度は、沿岸域における地域資源として朝市に着目し、文献調査，5 つの朝市について現地確認踏査、主催者・

消費者・出店者へのアンケート調査を実施し、朝市の実態を調べた。 
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港湾のアセットマネジメントの空間的手法に関する研究 
Study of Asset Management for Port Facilities 

（研究期間 平成20～22年度） 

  港湾研究部 部  長 高橋 宏直 
  港湾研究部 港湾新技術研究官 小泉 哲也 
 
［研究目的及び経緯］ 

 今後の厳しい財政状況の中で既存の港湾ストックの有効活用，効率的・効果的な維持管理手法，特に港湾空間内での

優先順位を合理的に設定する手法が求められている． 

 このため，係留施設を対象として既往の研究成果と維持補修事例調査から得られる劣化現況・予測を基本とする評価

軸に加えて，施設ごとの利用状況をも評価軸とする二次元的評価手法等について検討した．特に，利用状況の評価軸に

ついては，当該地域の港湾のみならず全国的な評価にも適用可能となる指標について検討した． 

 

「港湾の計画基準」に関する研究 
Study on the Standard/Guideline of Port Planning 

（研究期間 平成16年度～） 

  港湾研究部 港湾計画研究室 室  長 赤倉 康寛 
 主任研究官 井上 岳 
                                     研 究 官      竹村 慎治 
 研 究 員 瀬間 基広 
 
［研究目的及び経緯］ 

 港湾の計画基準（「港湾の施設の基準上の基準・同解説」の計画関連部分）の改訂に向けて，基礎となる分析を進めた．

コンテナ船について，これまで蓄積してきたデータに最新のデータを加え，船型動向や流動等をとりまとめた．バルク

キャリアについて，輸送船の実喫水をAISデータから整理すると共に，我が国への輸送効率化方策として，最新の船型

動向と輸送船の大型化によるコスト削減効果をとりまとめた．また，避難に要する泊地面積算定の基礎となる避泊実態

をAISにより把握し，整理した． 

 さらに，現行の計画基準（平成19年改訂）において，新たに導入された船舶の諸元，航路等の水域施設等の計画につ

き，本省・各地方整備局への研修や技術指導を行った．また，この航路に関して導入された基準については，国際的に

も先進的な内容であることから，国際航路協会（PIANC）での活動を通じて国際的な航路基準としての位置づけを目指し

た． 

 

港湾の広域連携化による影響把握と拡大方策に関する研究 
Study on the Effect and the Development Means on the Cooperation between Ports 

（研究期間 平成20～22年度） 

  港湾研究部  部  長 高橋 宏直 
港湾研究部 港湾計画研究室 室  長 赤倉 康寛 

 研 究 官 竹村 慎治 
 研 究 員 瀬間 基広 
 
［研究目的及び経緯］ 

 港湾の広域連携化による効率的な港湾管理運営の実施が強く求められており，既に阪神港が一開港化し，京浜三港の

連携も進められている． 

 これらの広域連携化による船舶動静への影響を把握するため，特に連続寄港への入港料減免措置が行われているコン

テナ船の連携港湾への連続寄港の動向について把握した． 

さらに，広域連携の効果拡大方策の一つとして，連携港湾の利用者へ海上物流情報を提供するシステムについて検討

した． 
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港湾貨物に関する動静分析  
Study on the trends of port-related cargo 

（研究期間 平成21年度～） 

 港湾研究部 港湾システム研究室                                           室 長  渡部 富博  
主任研究官  笹山 博 
主任研究官  柴崎 隆一  
主任研究官  井山 繁 
研究員  鈴木 恒平 

［研究目的及び経緯］ 

より効率的な港湾の整備や成果重視の行政が必要となっており、貨物流動や船舶動静の現状分析はもちろんのこと、

社会経済状況の変化や海上輸送をとりまく各種の規制緩和、超大型コンテナ船就航等輸送環境変化など、より詳細な港

湾貨物や港湾の利用などに関する分析が必要となっている。 

このような状況のもと、国際貿易構造の分析，港湾取扱量，船舶寄港実績や船型の動向，国際海上コンテナ貨物のト

ランシップや海外フィーダー輸送の状況、内貿ユニットロード貨物の輸送状況など，港湾物流に関する政策・施策の企

画・立案のための各種分析・研究を継続的に実施する。 

21年度は、コンテナ貨物のトン単価や時間価値、サイズ別のコンテナ貨物の動向などの分析を実施した。なお、分析

内容や結果等に関しては、本省や地方整備局等の関係部局と調整・意見交換などを行った。 

 

国際物流データベース拡充に関する基礎的研究  
Basic research on the expansion of international cargo database 

（研究期間 平成21～23年度） 

 港湾研究部 港湾システム研究室                                           室 長  渡部 富博  
主任研究官  柴崎 隆一  
研究員  鈴木 恒平 

［研究目的及び経緯］ 

昨今の国際物流を取り巻く環境変化は著しく、貨物の輸送状況の変化をよりタイムリーに的確に捉えるとともに、分

かり易く情報発信することも必要となっている。このような状況に鑑み、本研究は、既に継続的に収集・分析をしてい

る国際物流に関するデータや統計などに加えて、国際物流を取り巻く状況に関わる情報収集・分析を進め、データベー

スの拡充を図るとともに、既存データ・統計をより有効活用した貨物流動の推計や、よりビジュアルな物流動向変化の

提供などを目指すものである。 

21 年度は、平成 20 年秋に実施したコンテナ貨物流動調査データの詳細分析を中心に、背後輸送距離、貿易額の月別

動向分析などを実施した。 

 

港湾貨物の機関分担・配分モデルの開発  
Research on the modal-split model of port-related cargo 

（研究期間 平成20～22年度） 

 港湾研究部 港湾システム研究室                                           室 長  渡部 富博  
主任研究官  柴崎 隆一  
主任研究官  井山 繁 

［研究目的及び経緯］ 

経済連携やSCMの進展、産業構造の水平分業化、コンテナ船の大型化、シー＆エアー輸送、世界同時不況による原油

高騰や定期船の減速運航、国内における構想区料金の割引、地球温暖化対策の更なる推進など、国際貨物輸送を取り巻

く情勢は大きく変化している。このような状況のもと、国際海上コンテナ輸送や国内の内貿ユニットロード輸送などの

港湾貨物についての輸送機関分担、輸送経路予測ができるモデル開発を行い、施策の評価や施策の立案などに活用をは

かる。 

21 年度は、国内の主要 OD に関わる海上輸送のシェアなどの分析、最新のコンテナ貨物流動調査データを用いた輸送

経路などの予測モデル構築のための基礎的な分析を行った。 
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港湾の事業評価手法の高度化に関する研究  
Research on evaluation methodology for port investment 

（研究期間 平成21年度～） 

 港湾研究部 港湾システム研究室                                           室 長  渡部 富博  
主任研究官  笹山 博 

［研究目的及び経緯］ 

より効率的な事業の実施のために、費用対効果分析や施策の効果をより分かり易く国民に示すアウトカム指標による

評価などが行われている。従って、それらの基礎となる港湾コストの削減や、港湾整備による地域経済への波及効果な

ど、港湾の整備や利用に関わる効果についての基礎的で継続的な分析が必要となっていることから、港湾の事業評価に

関する基礎データの収集や分析、評価手法の高度化を行うものである。 

21 年度は、輸送コスト算定の基礎となるコンテナ貨物の流動距離に関する分析や、産業連関表を活用した貨物の生

産・消費地の広がりに関する分析などを実施した。 
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港湾構造物集覧等の作成 
Compilation of Port Structures 

 
 （研究期間 昭和４２年度～平成２１年度） 

 
港湾研究部 港湾施設研究室 室長 長尾 毅 
Port Facilities Division, Head Takashi NAGAO 
Port and Harbor Department 研究官 福永勇介 

 Researcher Yuusuke FUKUNAGA 
 
We complied information on port and harbour facilities in Japan. Database on structural types, design 
conditions, dimensions of structures, profiiles and so on has been established. Statistical data analysis 
on revetment has also been carried out.  
 
［研究目的及び経緯］ 

継続的に，港湾構造物の新規の計画，設計や研究に

活用することを目的として，我が国において建設され

た港湾構造物の構造形式，設計条件，構造諸元，平面

および断面図などを系統的に整理している．従来は，

港湾構造物集覧として製本し，港湾構造物の新規の計

画，設計や研究に活用してきた． 
平成 13~14 年度に，これまでに収集整理した港湾構

造物の構造形式，設計条件，構造諸元，平面および断

面図などのデータの利便性を向上させるためデータベ

ース化を行い，ネットワークを通じて地方整備局など

からも直接入力，検索，ダウンロードが可能なシステ

ムを構築した． 
平成 21 年度は，管理調整部技術情報課とともにデ

ータベースの維持・管理，拡張を行った． 
港湾構造物集覧として得られたデータベースの分析

例として，護岸に関する条件を整理した結果を以下に

述べる． 
堤脚水深，海底勾配，のり面勾配，天端高，断面形

状，消波工の有無，沖波換算波高，波向，波形勾配，

パラペット及び後退型パラペット，波返工の有無，護

岸の背後状況などの条件について整理を行った． 
そして，整理した護岸の背後状況から，表-1に示す

許容越波流量の値をもとに，人家密集，公共施設，石

油コンビナート等の地区は 0.01m3/s･m，人家散在，工

場等の地区は 0.02m3/s･m，山林，田畑等の地区は

0.04m3/s･m と各護岸の許容越波流量の設定を行った．

また，検討対象護岸 109 施設の許容越波流量の頻度分

布を図-１に示す．設定した許容越波流量は 0.01m3/s･
m 及び 0.02m3/s･m の施設が多いことがわかる． 

なお，検討対象護岸の各種条件は，図-２に示すとお

りの分布となった． 

 
表-1 背後地の重要度から見た許容越波流量 

単位：m3/s･m) 
背後に人家，公共施設等が密集して

おり，特に越波・しぶき等の侵入よ

り重大な被害が予想される地区 

 
0.01 程度 

その他の重要な地区 0.02 程度 
その他の区域 0.02～0.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-１ 許容越波流量の頻度分布図 
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図-2 検討対象施設の各種条件 
 
 

［研究成果］ 
港湾構造物の構造形式，設計条件，構造諸元，平面

および断面図などのデータの利便性を向上させるため

データベース化を行うとともに，データの統計分析を

行った． 
 

［成果の発表］ 
下記のほかに，土木学会等の論文においてデータベ

ースの情報を用いた分析結果を発表している． 
1)長尾 毅，藤村公宜，森屋陽一：護岸の保有性能評

価に関する研究，海洋開発論文集，第 20巻，pp.101-106，
2004 

 
［成果の活用］ 

港湾の施設の設計を行う際の構造形式の選択，構造

諸元の妥当性の検証など，構築したデータベースは設

計実務において幅広く活用されている． 
 
 

ａ）　換算沖波波高の頻度分布図
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技術基準の国際化に関わる調査研究 

Investigation for Grovalization of Design Standards 
 （研究期間 平成 18～22 年度） 

港湾研究部 港湾施設研究室 室長 長尾 毅 
Port Facilities Division, Head Takashi NAGAO 
Port and Harbor Department 研究官 竹山智英 

 Researcher Tomohide TAKEYAMA 
 研究官 福永勇介 
 Researcher Yuusuke FUKUNAGA 
 
［研究目的及び経緯］ 

WTO における TBT 協定において，各国の基準類は国際基準との整合性が求められている．このことは，港湾

構造物においても例外ではない．現在，構造物の設計法に関する国際標準化の動きは，ヨーロッパを中心に進め

られており，ウィーン協定によりヨーロッパの国々で取りまとめている Eurocodes は国際的な基準の原案になる

可能性が高い．また，強大な経済力とヨーロッパとの歴史的なつながりを背景として，北米の基準類も国際的な

基準への大きな影響力を持っている． 
本研究は，国際的な基準類への影響の大きい Eurocodes や北米の基準について，それらの設計法の内容の検討

や我が国の港湾の技術基準との比較設計による検討を行うとともに，Eurocodes や北米の基準が国際規格として採

用された場合の影響について明らかにし，国内基準の今後の検討課題を明らかにするものである． 
本研究に先行する研究においては，我が国の基準と諸外国の基準による比較設計検討を行うとともに，港湾基

準改訂のための検討として様々な港湾の施設に対する要求性能を明確にし，信頼性設計法により照査するという

システムにおける課題を抽出した．平成 21 年度は，国際標準化の最新動向に関する情報収集・整理を行うととも

に，各種国際規格案の港湾基準への影響等について検討した． 
 

港湾施設の性能照査法の体系化に関する研究 

Design Standards for Port and Harbour Facilities 
 （研究期間 平成 18～22 年度） 

港湾研究部 港湾施設研究室 室長 長尾 毅 
Port Facilities Division, Head Takashi NAGAO 
Port and Harbor Department 研究官 竹山智英 

 Researcher Tomohide TAKEYAMA 
 研究官 福永勇介 
 Researcher Yuusuke FUKUNAGA 
［研究目的及び経緯］ 

港湾基準においては安全率を用いた仕様規定型の設計体系から脱却し，平成 19 年度より性能設計へと移行し

た．本研究では，性能設計体系における港湾施設の性能照査法の体系化の検討を行う． 
このため，港湾施設の性能照査において必要な作用の評価方法の研究，とりわけ地震動の評価方法の研究を行

うとともに，確率論を援用した信頼性設計法などの各種設計法の適用方法について検討する． 
平成 21 年度においては，設計地震動の評価として，全国の港湾において新規に取得された強震観測記録や常

時微動観測記録をもとにして過年度に設定した入力地震動の合理化を必要に応じて行うとともに，常時微動観測

結果を用いた設計地震動の補正方法の高度化について検討した．設計法に関する検討としては，重力式岸壁およ

び矢板式岸壁のレベル 1 地震動に対する耐震設計における簡易照査法および変形量許容値の合理的設定法に関す

る研究，セル式岸壁のレベル 1 地震動に対する照査用震度の算定方法に関する研究，防波堤の滑動に関する信頼

性設計をモンテカルロシミュレーションによって行う際の合理的な手法に関する研究，防波堤の戦略的な維持管

理手法に関する研究，岸壁の地震動に対する変形を指標とした信頼性設計法に関する研究等を行った． 
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港湾空港分野における環境負荷低減に関する調査 

Research on reduction of environmental load by field of port and airport 

 （研究期間 平成15年度～） 

 

  港湾研究部 港湾施工システム課                                 課   長             高橋 仁志 

                                             第一係長           前川 直紀 

 

［研究目的及び経緯］ 

  平成１３年度から施行された循環型社会形成にむけた施策のひとつであるグリ－ン購入法（国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律）に基づき「環境物品等の調達推進に関する基本方針」が策定されている。この中で国は国等が重点的に

調達を推進すべき環境物品等の種類（以下「特定調達品目」という）及びその判断基準を定めることとしている。 

本検討は、公共工事の港湾空港分野における新たな特定調達品目（資材、工法、目的物）の選定を目的として、民間

等からの提案品目について、環境負荷低減に関する特性、環境負荷低減以外に関する特性（強度や耐久性・機能等の品

質等、公共工事での使用実績、コスト等）について技術的な検討を行った。また、特定調達品目の調達に伴う環境負荷低

減効果の評価手法に関する検討を行った。 

 

港湾空港等事業における品質確保の促進に関する検討 
Study on promotion measures of quality assurance in port and airport construction 

（研究期間 平成18年度～） 

 港湾研究部 港湾施工システム課     課  長          高橋 仁志 
第二係長          釘田 裕樹 

［研究目的及び経緯］ 

公共事業の品質確保については、平成１７年４月の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」施行後以降、一般競争入札

及び総合評価方式の適用拡大をはじめとする様々な入札契約制度の改善・改革が進められ、公共調達改革を進めるうえで更な

る品質確保に向けた取り組み求められている。 
 本検討は、港湾空港分野（港湾、空港、港湾海岸）の国土交通省事業（以下「港湾空港等事業」という）の品質確保に資す

ることを目的とし、公共調達の取り組み方針及び入札契約制度の改善経緯を踏まえた港湾空港等事業の入札契約結果、審査・

評価（総合評価方式、成績評定）について分析検討を行った。 
 

港湾空港分野における社会資本のライフサイクルをとおした環境評価技術の開発に関する研究

Development of environmental life cycle assessment technology on infrastructure of port and airport 

 （研究期間 平成21年度～） 

 

  港湾研究部 港湾施工システム課                                 課   長             高橋 仁志 

                                             第一係長           前川 直紀 

 

［研究目的及び経緯］ 

近年、ＩＰＣＣの報告書や観測結果などにより、地球温暖化を始めとした環境問題の深刻さとその対策の重要性が認識に

されるようになり、環境問題の中心が持続可能性分野へと移った。この持続可能性を評価する手法としてＬＣＡ（ライフサ

イクルアセスメント）が期待されている。 

しかし、社会資本分野のＬＣＡの研究や取組は蓄積されているが，共通の環境負荷計算方法や統一されたシステム境界が

ないため、実用可能な状況ではない。 

このため、港湾空港分野における社会資本整備への適用可能なＬＣＡを開発するため、また本成果が港湾空港分野におけ

る社会資本整備の関係者に広く活用され、環境への取組の促進、より一層の環境負荷低減を目指し、ＬＣＡ開発に関する検

討を行った。 
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エアラインの行動を考慮した空港需要マネジメントに関する研究 
Research on Airport Demand Management Policy Evaluation Considering Air Transport Market 

（研究期間 平成20～23年度） 

 空港研究部 空港計画研究室      室   長 丹生 清輝 
          
［研究目的及び経緯］ 

 高需要の空港における容量逼迫が顕在化しつつあり、空港近接地域における役割分担のあり方や混雑空港における空港容量

のマネジメントの政策ニーズと政策効果分析手法の必要性が高まっている。そこで、航空政策と航空市場におけるエアライン

の行動（運賃設定、便数設定、路線設定など）の関係に焦点をおき、国内外における航空政策及びその影響に関する政策レビ

ュー、近年の航空輸送ネットワーク市場における動向分析、エアラインの行動分析手法(モデル)の構築ならびに構築した手法

を用いた政策効果分析の研究を通じて、今後の空港需要マネジメントに係る政策の評価を行う。 

 平成21年度においては、エアライン供給行動の実態整理、エアライン供給行動分析モデルの構築、空港需要マネジメント政

策に関するシナリオ検討を行った。 

 

地球温暖化の影響を考慮した空港マネジメントに関する研究 
A Study on Airport Management Considering Impacts of Global Warming 

（研究期間 平成21～24年度） 

 空港研究部 空港計画研究室      室   長 丹生 清輝 
          
［研究目的及び経緯］ 

配置的側面からは概成している既設空港を、今後とも適切に維持管理していく必要があるが、我が国の空港は沿岸・海上に位

置する空港が多いため、高波や高潮など海象条件の影響を受けやすい。一方、あらゆる分野で地球温暖化対策が求められている

ものの、現在は温室効果ガス排出量の削減すなわち緩和策が取り組みの中心となっており、地球温暖化による気候変動が及ぼす

悪影響を低減するための対策すなわち適応策の検討は全般的に遅れている。 

こうしたことから、空港分野での適応策として、地球温暖化が我が国の空港に及ぼす中長期的視点からの影響を抽出・整理・

試算し、その影響を低減するための対策を含む望ましい空港マネジメントのあり方について検討・提案する。 

平成21年度は、地球温暖化による気候変動が空港に及ぼす影響(海面上昇が空港施設やアクセス交通に与える影響（護岸・橋

梁部への影響、局所的・突発的な気象変化(豪雨等)が離着陸や排水に与える影響など)を抽出した。 

 

航空需要予測手法の高度化に関する研究 
Improvement of Air Transport Demand Forecast Method 

（研究期間 平成19～23年度） 

 空港研究部 空港計画研究室      室   長 丹生 清輝 
          
［研究目的及び経緯］ 

 厳しい財政事情の中、空港整備事業についても一層の重点的かつ効果的な実施と適切かつ効率的な空港の運営管理が求めら

れている。そのため、空港の整備や運営に関する中期的な基本的方策をとりまとめる交通政策審議会航空分科会での審議の他、

個別空港の計画段階や事業評価等に際して必要となる航空需要の予測手法(モデル)について、予測精度や説明力の向上さらに

は航空・空港に関する政策評価への適用性向上をめざしたモデルの改良･改善を行う。 

 平成21年度においては、最新の航空需要動向（航空需要を取り巻く環境、需要変動要因）の分析、予測モデル改善の方針（割

引運賃データの適用方針など）の検討を行った。 
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地域活性化の観点に立った空港の利活用方策に関する調査研究 
A Study on Making Use of Airport Terminal Areas and Networking among Airports Contributing toward Regional 
Revitalization 

                                                             （研究期間 平成 19～23 年度） 
空港研究部 空港ターミナル研究室        室長       上島 顕司 

        
 
［研究目的及び経緯］ 
交通政策審議会航空分科答申（H19.6.21）によれば、地方空港については、配置的側面からの整備は概成した

と考えられるが、これまでの空港整備は、空港の新設や滑走路の延長等の整備に主眼が置かれており、利用者の

利便性向上という観点からの既存ストックを活用した取組みが十分ではなく、今後は、既存ストックを活用した、

ハード及びソフトの組み合わせによる空港の高質化を推進する必要があるとしている。このため、地域や空港の

特性に配慮した空港の利活用方策・空港間の連携方策を検討、提言する。平成 2１年度においては、旅客動態調

査を基に、地方空港における旅客のアクセス、イグレス手段等について分析した。 
 

空港ターミナル地域における施設規模見直しに関する調査研究 
A Study on the Development of Functional Planning Methods in the Airport Terminal 

                                （研究期間 平成 17～23 年度） 

空港研究部 空港ターミナル研究室        室長       上島 顕司 
        

［研究目的及び経緯］ 
地方空港は概成したとされているが、超大型機や小型機の導入、安全性の向上、情報化の進展などの新たな課

題や需要に対応した効率的かつ機能的な空港ターミナルの実現を図ることが必要である。このため、空港ターミ

ナル地域に係る施設原単位や機能配置・動線配置等の計画設計手法の総点検を行い、見直しに反映させる。平成

２１年度においては、空港ターミナルビルの緒元について分析するとともに、設計思想の変遷について整理した。 
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多頻度交通荷重載荷後の空港基本施設健全度の検討調査 
Study on the performance of Airport pavement under busy traffic（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
空港研究部   空港施設研究室   室 長   水上 純一 
Airport Department Airport Facilities Division Head  Junichi MIZUKAMI 
空港研究部        主任研究官   坪川 将丈 

Airport Department Senior Research Engineer   Yukitomo TSUBOKAWA 
空港研究部   空港施設研究室   研究官   別宮 一幸 
Airport Department Airport Facilities Division Researcher Kazuyuki BETSUMIYA 
空港研究部   空港施設研究室   研究官   齊藤  泰 
Airport Department Airport Facilities Division Researcher Yutaka SAITOH 

 
Recently airport facilities are constructed on various types of foundations. In this study, series 

of loading test for prestressed concrete pavement are carried out and necessary performances of the 
pavement are clarified. 

 
［研究目的及び経緯］ 

東京国際空港再拡張事業に伴い，新空港島との連絡

誘導路をはじめとした誘導路各部に極めて多頻度の交

通荷重が作用することが予測される．現空港では設計

反復作用回数を B747 で 2 万回対応として設計したエ

リアが大半で 4 万回で設計したエリアは C 滑走路を含

め少ないのが現状である．また，沖展 1 期地区と 3 期

地区を結ぶ連絡誘導路も 2 万回設計であり，使用状況

としては極めて過酷な状態であり，長期的な改修計画

の策定が望まれている．設計カバレッジの限界に達し

ていると想定される施設の残存耐力（損傷度）評価手

法をまず確立する．損傷を受けた舗装構造のうち路

盤・路床等の基礎的な構造の改良あるいは適切な評価

手法を設定することにより，経済的な改良設計手法を

構築する．本報告は実施した研究のうち滑走路舗装の

改良設計手法について記述する． 
 

［研究内容および成果］ 

1.新設時の舗装構造と累積疲労度 
試設計は，滑走路（端部中央帯，端部縁端帯，中間

部中央帯，中間部縁端帯）を対象とする．誘導路の走

行特性（速度，横断方向走行分布）は滑走路端部中央

帯と同じとしており，交通量の違いのみであるため，

試設計の検討結果は，滑走路端部中央帯と同じ傾向と

なると考えられるため，除外した． 
 

（1）新設時舗装構造 
新設時の舗装構造は，旧設計要領に基づいて設定す

る．これは，新要領に基づいて設計した舗装構造の補

修時期は，平成 30 年以降と考えられるためである． 

・ 路床設計：CBR10% 
・ 設計荷重区分：LA-1 
・ 設計反復作用回数区分：e 区分（40,000 回），d

区分（20,000 回） 
（2）供用開始からの累積疲労度の経年変化 

検討舗装構造の供用開始からの累積疲労度は，以下

に示すとおりである． 
① 滑走路端部中央帯は，カバレージ 20,000 回対応

舗装で 25 年，40,000 回対応では 15 年程度で疲労度が

1.0 を超過する． 
② 中間部中央帯は，交通条件は端部と同等以上で

あるのに対して，アスコン厚が端部よりも薄い（2cm）

ため，早期に疲労度が 1.0 を超過する． 
③ 縁端帯は，供用 30 年でも疲労度は 1.0 を超過し

ない． 
④ 上記③の結果より縁端帯は構造試算対象から除

外する． 

 

2. 構造試算条件 
（1）補修時期の考え方 

試算設計における補修時期は，既設アスコン（As
安処理層）の疲労度が 1.0 となる時期を境界として大

きく 2 区分する．疲労度が 1.0 未満の時期における補

修構造は，新設の供用開始後 5 年ピッチで検討する．

これにより，疲労度が 1.0 を超過する以前のどの時点

で補修を行うのが合理的（経済的）かを把握すること

ができると考えた．検討する舗装構造が疲労度 1.0 と

なる時点は，線形内挿により求める． 
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（2）補修構造の照査の考え方 
アスコンの照査着目点は，補修時において疲労度が

1.0 以上（今回は 1.0）となっているか否か，また，既

設アスコン層の層間付着状態によって異なる．表-1 に

それら状態における疲労照査の考え方を整理した． 
 

表-1 構造照査の考え方 
 疲労度<1.0 疲労度=1.0（又は>1.0） 

TYPE-Ⅰ TYPE-Ⅱ TYPE-Ⅲ TYPE-Ⅳ
構造 

オーバーレイ層

表・基層

As安層

粒状路盤

路床  

オーバーレイ層

表・基層

As安層

粒状路盤

路床  

オーバーレイ層

表・基層

As安層

粒状路盤

路床  

オーバーレイ層

表・基層

As安層

粒状路盤

路床

考え方 既設アスコンの

層間およびオー

バーレイ層と既

設表層の付着は

健全である． 

既設アスコンの

層間付着が不健

全（完全滑りと想

定）である． 

既設アスコン層

は全て路盤扱い

とし，変形係数を

低減する．ただ

し，既設アスコン

層の付着は健全

とする． 

疲労度が 1.0 を超

過するのは As 安

層であるとの考

えで同層は路盤

扱いとするが，既

設表・基層はアス

コンと見なす．層
間付着は健全と

見なす． 
照査位置 既設 As安層下面 既設基層下面 オーバーレイ層

下面 
既設基層下面 

備考 補修時期までの累積疲労度とオーバ

ーレイ後の累積疲労度を合算して照

査する 

補修後からの疲

労度で照査する 
TYPE-Ⅰと同様

の考えで照査す

る 
  

 

3.結果の概要 
滑走路端部および中間部の補修構造試算を行った

結果の概要を以下に整理する． 
① 必要オーバーレイ厚は，既設アスコン層の疲労

度が 1.0 を超過する前に行う方が薄い．ただし，一定

の評価期間のライフサイクルコストで評価してはいな

い． 
② TYPE-Ⅱの既設アスコン層の付着が健全で無い

場合，必要オーバーレイ厚は，厚くなるが，付着して

いない範囲の連続性の評価方法が課題である． 
③ TYPE-Ⅲでは，既設アスコン層の変形係数の評

価方法が課題となる． 
 

以下に，残存疲労度がどの程度の時にオーバーレイ

を行うことが望ましいかを，滑走路端部中央帯（40,000
回対応）のケースで検討してみる． 

図-1 は新設時からの供用年数と許容疲労度の関係

およびオーバーレイ厚と補修 20 年後の疲労度の関係

を示したものである．例えば，新設時から供用年数 12
年時での累積疲労度は 0.77 で，許容疲労度は 0.23 とな

る．これより，補修の設計供用期間を 20 年とすると必

要オーバーレイ厚は，9cm となる．オーバーレイ厚と

疲労度の関係は，図のように変曲点があり，許容疲労

度がある値以下になるとオーバーレイ厚の増加量が大

きくなる．同図の場合には，概ね許容疲労度が 0.1 程

度以下になるとオーバーレイ厚の増加率が大きくなる．

つまり，累積疲労度が 0.9 になる以前にオーバーレイ

を行うことが望ましいということになる． 
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図-1 補修時期とオーバーレイ厚の関係の模式図 

 

 

望ましい補修時期は，交通条件等により異なると考

えられるため，各空港，施設の交通条件，舗装構造に

応じて上記のような計算を行うことによりアスファル

ト混合物の疲労照査に基づく，適切な補修時期を求め

ることが可能となる．ただし，本検討は，アスファル

ト混合物の下面からのひび割れ（ボトム・アップ・ク

ラック）に着目したものであり，実際の損傷とは必ず

しも一致しない．今後は，表面からのひび割れ（トッ

プ・ダウン・クラック）を解析的に求める方法を検討

することも必要である．なお，「舗装共通仕様書」では，

トップ・ダウン・クラックの算定方法が示されており，

この適用性を調べることが第一歩であると思われる． 

 

214



新技術による舗装構造応答計測に関する検討 
Research on the measurement of response of Airport pavement structures using newly developed devices 

（研究期間  平成 21～22年度） 

空港研究部  空港施設研究室  室  長 水上 純一 
  主任研究官 坪川 将丈 
  研究官 別宮 一幸 
  研究官 齊藤  泰 

［研究目的及び経緯］ 
本研究は，舗装体内に発生する変形をリアルタイムかつ高精度で測定する計測技術を開発し，舗装構造の品質につい

て任意の時期に精度よく評価しうるシステムを実用化することを目的としている．本システムを用いることにより，空

港舗装の劣化予測を高精度で行うことが可能になり，予防保全的に空港基本施設を維持管理する業務を高度化すること

が可能となる． 
羽田再拡張事業において，新規に開発した舗装体内高精度センサーを活用した空港舗装動態監視手法を高度化する．

既往検討ではアスコン層に埋設した光ファイバーセンサーの応答や粒状路盤・路床内への埋設手法について成果を得た

ところである．平成 21 年度は，光ファイバーセンサーの確実で新たな埋設手法および計測値の評価に関する確認実験

を実施した．平成 22 年度では，これまで開発した新技術と FWD 試験による構造評価等を組み合わせた高度空港舗装

動態監視手法を構築する． 
 

空港施設の性能に関する研究 
Research on the performance-based design of Airport pavements 

（研究期間  平成 20～22年度） 

空港研究部  空港施設研究室  室  長 水上 純一 
  主任研究官 坪川 将丈 
  研究官 別宮 一幸 
  研究官 齊藤  泰 

［研究目的及び経緯］ 
本研究は，空港舗装構造設計法に理論設計手法を導入する際に生じる諸課題に対して検討を加えることを目的として

いる．アスファルト舗装構造設計には多層弾性理論を用いた設計法を，コンクリート舗装構造に対しては疲労設計法を

導入することとしている．その際に，交通量の算定手法や材料定数の見直し，また疲労設計においては破壊確率の設定

など残された課題があり，その解決を図る．また，既設版の残存耐力(疲労度)の算定手法を明確化し，性能設計への対

応を図ることとする． 
平成 20 年度においては，既設アスファルト舗装構造のアスファルト安定処理した路盤に累積する疲労度について実

験的に明らかにした．また，供用中の空港舗装から供試体を採取し実態について検討した．平成 21 年度は，コンクリ

ート舗装構造の改良設計手法についてとりまとめを行った． 
 
 
 

PC 舗装構造の部分打換え技術の開発 
Study on the improvement of prestressed concrete pavement 

（研究期間  平成 21～23年度） 

空港研究部  空港施設研究室  室  長 水上 純一 
  主任研究官 坪川 将丈 
  研究官 別宮 一幸 
  研究官 齊藤  泰 

［研究目的及び経緯］ 
東京国際空港で供用中のエプロン PC 版端部，緩衝版，目地部を効率的に機能向上するための研究を行う．羽田空港

の西側ターミナルエプロンは，平成 4 年の供用以来約 16 年を経過し，航空機等の繰り返し載荷により PC 舗装端部の

一部が劣化しはじめている．本調査は，劣化した PC 舗装を再生させる手段として，既設 PC 舗装を一部切断し，部分

的に打換えを行うことを前提に研究開発を実施する．平成 21 年度は，PC 版と路盤の間に空洞が存在する場合に PC 版

にどのような応力が発生するか数値シミュレーションを実施した． 
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空港施設の設計に関する新概念の検討 
Study on the newly developed concept of performance based design 

（研究期間  平成 20～22年度） 

空港研究部  空港施設研究室  室  長 水上 純一 
  主任研究官 坪川 将丈 
  研究官 別宮 一幸 
  研究官 齊藤  泰 

［研究目的及び経緯］ 
空港基本施設の舗装構造設計を性能規定化する際に，性能として「荷重支持性能」「走行安全性能」「表層の耐

久性能」を定義し照査項目，照査基準を設定した．本研究では，乗り心地を指標とした「走行快適性能」設定に

向けた検討を行う．平成 21 年度までに航空機の応答加速度と乗り心地の関係について，フライトシミュレータ

を用いた既往の試験結果を整理するとともに，航空機の応答加速度と舗装表面形状（波形，周期）との相関性に

ついて検討した． 
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空港舗装予防保全システムの開発 
A Survey of Development for preventive maintenance system of the Airport Civil Airport Facilities  

（研究期間 平成16～23年度） 

 空港研究部 空港施工システム室     室   長 伊豆  太 
         専 門 官 佐野  誠 
         係   長 藤  隼人 
［研究目的及び経緯］ 

空港土木基本施設である滑走路等の空港鋪装は、その機能が損なわれると航空機の安全性及び空港全体の運用に重大な支障

を来すことから、適切で効率的な維持管理・保全が求められている。滑走路等重要な土木施設の維持管理については、予算、要

員の制約、施設の老朽化、運用時間の各大等による点検時間の制約といった厳しい状況の中ではあるが、技術レベルの確保や継

承に配慮しつつ、点検業務のより一層の効率化を進め事後保全から予防保全的な維持管理への移行を図ることが必要である。こ

のてま、空港施設CALSとの連携を考慮しつつ、情報の蓄積、DB化を図り、点検・評価・改良及び修繕等の一連の維持管理業務

を総合的、計画的に進めるため、空港鋪装の維持管理・保全情報システムの構築を進めることが必要である。 

上記の目的を達成するため、平成16年度より舗装点検業務支援システムの開発を行ってきたところであり、平成21年度に

おいては、現地での試行における利用者からの要請等に応じて画面表示等使用性向上のための機能改良を行うととともに、CALS

との連携方策について検討を行った。 

 

空港舗装維持管理における予防保全措置に関する研究 
A Study on methods for preventive maintenance of the Airport pavement  

（研究期間 平成20～22年度） 

 空港研究部 空港施工システム室     室   長 伊豆  太 
         専 門 官 佐野  誠 
         係   長 藤  隼人 
［研究目的及び経緯］ 

非常に高密度に利用されている空港においては、その高頻度な利用にともなう舗装の劣化の進展が早い反面、日中時間帯に

緊急に補修を要する場合の利用者、航空会社等に与える影響が少なくないため、壊れてから補修するのではなく、壊れる手前で

補修を行う、いわゆる予防保全措置が効果的と考えられる。本研究は過去の事例を照らし合わせ、利用状況、過去の補修実績、

点検記録等から適切な補修時期、場所等について検討を行い、予防保全措置の必要性とその方法について検討を行うものである。 

上記の目的を達成するため、平成20年度より検討を行ってきたところであり、平成21年度においては、滑走路について舗

装の供用性の指数について経年変化を分析するとともに、補修原因、要因、間隔等を概観し、予防保全措置に効果的な方法につ

いて検討を行った。 

 

空港土木積算システム開発に関する研究 
Survey of Development of the Airport Civil Works Cost Estimate System 

（研究期間 平成9年度～） 

 空港研究部 空港施工システム室     室   長 伊豆  太 
         専 門 官 佐野  誠 
         研 究 官 緒方 友法 
 

［研究目的及び経緯］ 

空港土木積算システムは、空港土木工事積算業務の適正化・効率化を図るため、平成 12 年度に構築された積算支

援電算システムである。本調査は、空港土木工事工種体系の策定などによる積算基準の改定等に対応するためのシス

テム改良、ユーザーの操作性・使用性の向上のための入出力、画面、ユーザーインターフェイス等の機能改良を行う

とともに、積算の説明性・透明性の向上を図るため試行している新たな積算方式であるユニットプライス型積算方式

による積算システムの開発等について調査、研究を行うものである。 

 平成 21 年度は、積算基準の変更等に対応するとともに、「空港土木積算電算プログラム」の機能拡張・ユーティ

リティ改良を行い、さらにユニットプライス型積算方式による積算システムの機能改良、予定価格管理の厳格化への

対応等を行った。 
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空港土木工事共通仕様書及び積算基準改定に関する調査 
Survey of the Cost Estimation Standards and Construction Manuals for Airport Civil Works 

（研究期間 平成12年度～） 

 空港研究部 空港施工システム室     室   長 伊豆  太 
         専 門 官 佐野  誠 
         研 究 官 緒方 友法 
［研究目的及び経緯］ 

空港土木工事については、空港の大型化、運用時間の延長により施工時間が制約される中での大規模夜間施工や工

事目的物の品質の確保、情報化施工技術の進展等施工技術の高度化、工事の安全性のさらなる向上や環境との調和等

の要請に的確に対応することが必要である。また、空港土木工事の発注等においてもこれらの諸条件への対応が可能

な形で契約行為を効率的に行うことが必要である。 

 こうした要請を踏まえ、本調査は、空港における主要な土木工事の施工の合理化、効率化を図るため、一般的な施

工法、施工管理方法等を定めている空港土木施設施工要領について、新たな技術の開発や現場施工形態の変化、関連

基準等との整合性を踏まえ改訂案等の検討を行うとともに、これらの改訂が契約行為の上で整合のとれた発注契約が

行われるための共通仕様書の改訂素案の検討を行ったものである。また、透明性、説明性のより一層の向上を図るた

め従来の「積み上げ方式」ではなく、工事請負業者との合意単価等の分析に基づく「施工単価方式（ユニットプライ

ス型積算方式）」の導入に向けた検討を行っている。 

 平成 21 年度は、空港土木工事共通仕様書、業務共通仕様書について、「JIS」、関係分野の共通仕様書等関係基準

の変更等との整合を図るための改訂案の作成を行った。また、空港基本施設舗装工事におけるユニットプライス型積

方式について、試行工事の結果等を踏まえた検討やユニット単価等基礎データの整理を行いユニットプライス型積算

基準（試行版）改定案の作成を行った。 

 

空港土木技術基準改定に関する調査 
A Study on structural design manual for the Airport Civil Airport Facilities  

（研究期間 平成13～22年度） 

 空港研究部 空港施工システム室     室   長 伊豆  太 
         専 門 官 佐野  誠 
         係   長 藤  隼人 
［研究目的及び経緯］ 

空港土木施設の技術基準については、平成 20 年 7月に航空法施行規則の改正がなされ、空港土木施設設置基準解説等が航

空局より通知されたところであるが、そのうち排水施設、共同溝、地下道等空港土木付帯施設等の構造設計については完全な性

能規定化まで至っておらず大部分を従来の設計手法をみなし規定で援用している状況である。一方コンクリートの設計法などで

限界状態設計法が標準となりつつある状況で、空港の附帯施設の設計にも限界状態設計法等信頼性設計の導入が求められている。

このため適切な設計手法等を検討するとともに新たな手法の導入についても検討を進めることが必要である。 

上記の目的を達成するため、従前より検討を行ってきたところであり、平成 21 年度においては、信頼性設計導入における

課題の整理、限界状態設計法導入についての試計算と他分野における導入状況等についての調査検討を行った。 
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情報化施工に対する監督検査等に関する研究 
A study about supervision inspection for the information execution 

（研究期間 平成 21～23 年度） 

 総合技術政策研究センター 建設システム課              課  長  佐近 裕之 

課長補佐     大上 和典 

施工管理技術係長 坂本 俊英 
 

［研究目的及び経緯］ 

情報化施工の普及に伴い、施工者における施工管理の方法や管理結果データ精度などが向上し、施工管理のあり方

が大きく変化すると考えられる。施工者側の施工管理方法が変われば、発注者側で求める施工管理方法や管理データ

の精度及び目的物の検査、工事請負代金の支払い及び工事成績評定の方法も見直す必要がある。 
現在、国内で行われている情報化施工の施工管理、監督、検査及びその基となっている基準等を収集し、現基準等

で見直しが必要となる事項を整理・把握し、情報化施工に対応した監督・検査基準に改定するため、平成２１年度の

情報化施工の試行工事において、現行基準と試行基準等の運用実態について、聞き取り調査を実施し、現行の監督・

検査への適用に必要なデータの精度、基準値やデータ量を整理し、情報化施工で運用されている監督・検査における

管理基準等の実施状況について調査を行った。 

 

調査設計業務の積算・設計変更の適正化に関する研究 
Study of a dequacy of cost estimated/adjusted method on investigation and design works 

（研究期間 平成 20～22 年度） 

 総合技術政策研究センター 建設システム課              課  長  佐近 裕之 

課長補佐     大上 和典 

技術基準係長 市村 靖光 
 

［研究目的及び経緯］ 

調査設計業務においては、業務内容や履行条件の明確化と業務実態に即した適切な積算手法が求められる。本研究で

は、調査設計業務の条件明示と積算合理化・効率化に向けた改善方策の基礎的検討を行うものである。本年度は、「道

路環境調査」を対象に、多大なコストと時間を要する歩掛調査の代替案として、積算実績データベースを用いた効率的

な標準歩掛の設定方法について検討を行った。 
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ストックマネジメント推進の戦略に関する研究 
Study of the Strategy for Stock Management Promotion 

（研究期間 平成 20～22 年度） 

 総合技術政策研究センター 建設システム課              課  長  佐近 裕之 

                                                       主任研究官 駒田 達広 

                                                         部外研究員    岩塚 浩二 
 

［研究目的及び経緯］ 

高度経済成長期に集中的に建設されたインフラ資産の老朽化に対応するためには、施設の特性を踏まえ、点検結果に

基づく劣化予測により長期的な補修計画を策定し、安全で効率的な維持管理を実現するストックマネジメントが重要で

ある。しかし、現状では、事後補修が主体の管理が継続されており、ストックマネジメントの導入が遅れている。 

所内に設置したストックマネジメント研究会を通じ維持管理に関し検討した結果、施設毎に要求される性能や機能中

断に伴う許容度に大きく違いがあり、それぞれに応じたストックマネジメントの考え方が存在すること、また、研究・

技術開発に関する進捗度に差異等があることが判明した。一方、施設共通の課題として、目視できない部位、目視によ

る評価が困難な変状に対する点検・診断技術は未熟な状況にあり、これらを経済的かつ確実に点検・監視する技術の開

発が必要であることから、平成２２年度からの新規総合技術開発プロジェクトで技術開発に取り組むこととした。 

また、施設を日常的にメンテナンスする維持・修繕工事は、入札で不調不落が多発しており、アンケート、ヒアリン

グ調査の結果、工事価格や単価の妥当性に問題のあること、特に、小規模ロット工事の歩掛りが実施工と整合していな

いことが指摘された。維持・修繕工事に関する積算や委託方法の問題点について、今後、検討を進める予定。 

 

道路工事における総合的なコスト構造改善の評価に関する調査 
Investigation for evaluation of the integrated cost structure improvement in road works 

（研究期間 平成 21～23 年度） 

 総合技術政策研究センター建設システム課    課  長  佐近 裕之 
         主任研究官 駒田 達広 
         部外研究員 中島 章 
 
［研究目的及び経緯］ 

 道路事業のコスト改善においては、「公共事業コスト構造改善プログラム」（平成 20～24 年度）が新たに制定され、

引き続きコスト改善に取り組んでいくことになった。本プログラムでは、これまでの評価項目に加え、施設の長寿命化

によるライフサイクルコスト構造の改善、環境負荷の低減効果等の工事に伴う社会的コスト構造の改善等を評価する

「総合的なコスト構造改善」を推進することになった。しかし、ライフサイクルコスト構造の改善効果・社会的コスト

構造の改善効果については、新たな評価項目であり、早期に導入が進まないことも懸念されるため、状況を把握し対応

していく必要がある。 

 このため、本調査では総合コスト改善実績を分析するとともに、新たな評価項目の普及・促進のために、分かり

やすい算出事例の作成、算出手間の軽減等のフォローアップ方法の効率化について検討を行い、それらの成果を

フォローアップ要領の手引きの改定に反映させるものであり、本年度は、平成 20 年度の道路事業の総合コスト改善実

績の分析として、コスト改善の取り組みの傾向や特徴を分析、新たな評価項目について具体的算出方法のケーススタデ

ィを作成した。 
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河川工事における総合的なコスト構造改善の評価に関する調査 
Investigation for evaluation of the integrated cost structure improvement in river works  

（研究期間 平成 21～23 年度） 

 総合技術政策研究センター建設システム課    課  長  佐近 裕之 
         主任研究官 駒田 達広 
         部外研究員 中島 章 
 
［研究目的及び経緯］ 

 河川事業のコスト改善においては、「公共事業コスト構造改善プログラム」（平成 20～24 年度）が新たに制定され、

引き続きコスト改善に取り組んでいくことになった。本プログラムでは、これまでの評価項目に加え、施設の長寿命化

によるライフサイクルコスト構造の改善、環境負荷の低減効果等の工事に伴う社会的コスト構造の改善等を評価する

「総合的なコスト構造改善」を推進することになった。しかし、ライフサイクルコスト構造の改善効果・社会的コスト

構造の改善効果については、新たな評価項目であり、早期に導入が進まないことも懸念される。 

 このため、本調査では総合コスト改善実績を分析するとともに、新たな評価項目の普及・促進のために、分かり

やすい算出事例の作成、算出手間の軽減等のフォローアップ方法の効率化について検討を行い、それらの成果を

フォローアップ要領の手引きの改定に反映させるものであり、本年度は、平成 20 年度の河川事業の総合コスト改善実

績の分析として、コスト改善の取り組みの傾向や特徴を分析、新たな評価項目について具体的算出方法のケーススタデ

ィを作成した。 

 

積算改善検討 

Research on advanced cost estimation system 

（研究期間：平成 21 年度～） 

総合技術政策研究センター 建設システム課 課  長  佐近 裕之 

 補  佐  大上 和典 

 主任研究官 吉田 潔 

 積算技術係長 伊藤 善裕 

 研 究 官 関根 隆善 

 部外研究員 柴尾 治 

 部外研究員 杉目 雅範 

   

［研究目的及び経緯］ 
公共事業の価格に対しては透明性・客観性・妥当性の向上が求められているなか、これまで新土木工事積算大系の構

築と普及を実施してきた。一方、「国土交通省公共事業コスト構造改革プログラム」において、「調達の最適化」として

新たな積算方式が求められ、「ユニットプライス型積算方式の拡大」が位置付けられている。本積算方式は、平成２０

年度までに「舗装、道路改良、築堤護岸、河川維持、河川修繕、道路維持、道路修繕、砂防堰堤、電線共同溝」の９工

事区分について基準類を含む制度構築を行うとともに試行が行われている。 
平成２１年度は、更なる拡大のため、「樋門・樋管、砂防・護岸、流路、斜面対策」の４工事区分についてプライス

分析及び基準類の改訂案を作成するとともに、これまでの試行結果等からプライスの設定方法や積算手法の妥当性検証

を行い、効果的・効率的な実施のための制度検討を行った。また、積算の改善方策に資するため、積算実績データより

各工事区分別や細別毎の金額、工種毎の機械費・労務費・材料費の各構成比率、整備量等のデータ蓄積・分析を実施し

た。 
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道路工事における積算の高度化検討 

Research on advanced cost estimation system 

（研究期間：平成 21 年度～） 

総合技術政策研究センター 建設システム課 課  長  佐近 裕之 

 補  佐  大上 和典 

 主任研究官 吉田 潔 

 技術基準係長 市村 靖光 

 積算技術係長 伊藤 善裕 

 研 究 官 関根 隆善 

 部外研究員 柴尾 治 

 部外研究員 杉目 雅範 

   

［研究目的及び経緯］ 
公共事業の価格に対しては透明性・客観性・妥当性の向上が求められているなか、これまで新土木工事積算大系の構

築と普及を実施してきた。一方、「国土交通省公共事業コスト構造改革プログラム」において、「調達の最適化」として

新たな積算方式が求められ、「ユニットプライス型積算方式の拡大」が位置付けられている。本積算方式は、平成２０

年度までに「舗装、道路改良、築堤護岸、河川維持、河川修繕、道路維持、道路修繕、砂防堰堤、電線共同溝」の９工

事区分について基準類を含む制度構築を行うとともに試行が行われている。 
平成２１年度は、更なる拡大のため、「樋門・樋管、砂防・護岸、流路、斜面対策」の４工事区分についてプライス

分析及び基準類の改訂案を作成するとともに、これまでの試行結果等からプライスの設定方法や積算手法の妥当性検証

を行い、効果的・効率的な実施のための制度検討を行った。また、積算の改善方策に資するため、積算実績データより

各工事区分別や細別毎の金額、工種毎の機械費・労務費・材料費の各構成比率、整備量等のデータ蓄積・分析を実施す

るとともに、設計業務の合理化に向けた検討として道路環境調査に関する積算基準の妥当性について検証を行った。 

 

道路設計における設計成果の品質確保に関する検討 
Study of the improvement of the detail design quality control 

（研究期間 平成 21 年度～） 

 総合技術政策研究センター 建設システム課       課  長  佐近 裕之 

                                           技術基準係長 市村 靖光 
 

［研究目的及び経緯］ 

近年の地方整備局における設計業務成果の品質点検結果によると、多数のミスが発見されており、その発生要因を分

析・整理し、ミスを防止する体制、方策を強化することが必要となっている。本調査では、会計検査の指摘事項や施工

者が三者会議や施工中に発見した設計ミス事例を収集するとともに、設計業務の再委託に関する実態調査、他産業にお

けるミスの防止対策に関する聞き取り調査を実施し、ミスの種類、原因、構造物への影響等のカテゴリーで分類・整理

を行い、発注者が詳細設計成果の品質の適否を判断する際に活用するためのチェックシートの検討等を行った。 
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建設コンサルタント業務成果の品質確保に関する検討 
Study of the improvement of the detail design quality control 

（研究期間 平成 21 年度～） 

 総合技術政策研究センター 建設システム課       課  長  佐近 裕之 

                                          技術基準係長 市村 靖光 
 

［研究目的及び経緯］ 

近年の地方整備局における設計業務成果の品質点検結果によると、多数のミスが発見されており、その発生要因を分

析・整理し、ミスを防止する体制、方策を強化することが必要となっている。本調査では、会計検査の指摘事項や施工

者が三者会議や施工中に発見した設計ミス事例を収集するとともに、設計業務の再委託に関する実態調査、他産業にお

けるミスの防止対策に関する聞き取り調査を実施し、ミスの種類、原因、構造物への影響等のカテゴリーで分類・整理

を行い、発注者が詳細設計成果の品質の適否を判断する際に活用するためのチェックシートの検討等を行った。 

 
ユニットプライス型積算の試行拡大に関する調査 

Investigation about the trial expansion of the total charge type multiplication 

（研究期間：平成 21 年度～） 

総合技術政策研究センター 建設システム課 課 長  佐近 裕之 

 補 佐  大上 和典 

 主任研究官 吉田 潔 

 積算技術係長 伊藤 善裕  

 研 究 官 関根 隆善 

 部外研究員 柴尾 治 

 部外研究員 杉目 雅範 

   

［研究目的及び経緯］ 
公共事業の価格に対しては透明性・客観性・妥当性の向上が求められているなか、これまで新土木工事積算大系の構

築と普及を実施してきた。一方、「国土交通省公共事業コスト構造改革プログラム」において、「調達の最適化」として

新たな積算方式が求められ、「ユニットプライス型積算方式の拡大」が位置付けられている。本積算方式は、平成２０

年度までに「舗装、道路改良、築堤護岸、河川維持、河川修繕、道路維持、道路修繕、砂防堰堤、電線共同溝」の９工

事区分について基準類を含む制度構築を行うとともに試行が行われている。 
平成２１年度は、更なる拡大のため、「樋門・樋管、砂防・護岸、流路、斜面対策」の４工事区分についてプライス

分析及び基準類の改訂案を作成するとともに、これまでの試行結果等からプライスの設定方法や積算手法の妥当性検証

を行い、効果的・効率的な実施のための制度検討を行った。また、積算の改善方策に資するため、積算実績データより

各工事区分別や細別毎の金額、工種毎の機械費・労務費・材料費の各構成比率、整備量等のデータ蓄積・分析を実施す

る共に設計業務の合理化に向けた検討として道路環境調査に関する積算基準の妥当性について検証を行った。 
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公共工事の環境負荷低減に関する検討 
Study of public works project environmental load reduction 

（研究期間 平成 14 年度～） 

 総合技術政策研究センター 建設システム課       課  長  佐近 裕之 

       技術基準係長 市村 靖光 
 

［研究目的及び経緯］ 

本調査は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく「環境物品等の調達の推

進に関する基本方針」に定める「特定調達品目」のうち、公共工事で調達する品目を選定するために、民間等から提案

された品目の分類・評価において技術的な検討を行ったものである。本調査により、「中温化アスファルト混合物」の

特定調達品目への追加、および「再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）」の「判断の基準」の見直し案を作成した。

本調査の成果は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成 22 年 2 月 5 日一部変更閣議決定）」に反映された。 
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表 ヨーロッパの広域空間発展政策 

 ESDP（欧州空間発展展望） GPSSDEC（欧州持続発展原則） 

策定機関 欧州連合（EU）：27 ヶ国 欧州評議会（CE）：49 ヶ国 

基本目標 ・経済・社会的結束 

・自然・文化遺産の保全 

・領域を超えた均衡的で効率のよい

競争 

・域内のバランスの取れた社会経済発展 

・生活の質向上 

・環境保全と自然資源の責任ある管理 

・土地の合理的利用 

発展原則 ①均衡ある多極分散型都市形成と新

たな都市－地方連携の展開 

②交通・コミュニケーション基盤、

知識利用機会の均等化 

③持続可能な発展と自然・文化遺産

の管理・保全 

①競争力増進、社会・経済発展を通した結束 

②均衡の取れたアクセスビリティ 

③環境破壊の軽減 

④自然資源・遺産の保護・向上 

⑤安全な管理が可能なエネルギー資源開発 

⑥品格のある持続可能な観光の増進 

⑦自然災害の影響の最小限化 

具体事業 ESPON(欧州空間計画観察ネットワー

ク)設立、多国間共同研究資金の援助

CEMAT(欧州空間計画関連大臣会議)と CLRAE 

(欧州自治体・州会議)のジョイントフォーラム 

東アジア圏の空間構造の分析と我が国の国土政策上の課題把握に関する研究 
Study on the analysis of the spatial structure of the East Asia and the grasp of issues for the Spatial Policy in Japan 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
総合技術政策研究センター 建設経済研究室  主任研究官 阪田知彦 
Research Center for the Land and Construction   Senior Researcher Tomohiko Sakata 
Management, Construction Economics Division  研究官  芮 京禄 

Researcher   Kyungrock YE 
 

In recent years, the countries of East Asia Region have strengthened their interdependent 
relation. For the sustainable and balanced development in this region, it is necessary to coordinate 
with related countries, which can lead strengthening international competitiveness and correcting 
regional disparities. This study paid attention to the possibility for regional cohesion and cooperation 
on integrated spatial planning in East Asia, and created and analyzed several spatial structure maps. 
 
［研究目的及び経緯］ 

近年、東アジア圏では経済的な相互依存関係が深ま

り、東アジア共同体・連携という地域協力の構想が議

論されるようになっている。東アジアでの交通・輸送

ネットワーク、エネルギー・環境協力、情報技術の協

力などを通して国際インフラを総合的・一体的に改

善・整備するヴィジョンなども議論され始めている。 
本研究では、東アジア圈の総合的視点での空間発展

ヴィジョンが必要であるという視点に立ち、まず(1)ヨ
ーロッパの広域空間発展政策をレビューし、その理念

から実現のための体制、特に空間発展の傾向やバラン

スを把握し、政策提言している多国間研究機関ネット

ワーク（ESPON）の役割について調査し、(2)東アジア

の空間発展の傾向を把握するために、日中韓台の 4 ヶ

国を対象に空間情報インフラの試験的整備、空間構造

図の作成を試み、課題と可能性を検討した。 
 

［研究内容］ 

(1)ヨーロッパの空間政策の理念と ESPON の役割；多

国間連携の先進事例について主にネット上の資料、文

献、論文をもとに調査した。ヨーロッパの多数の国が

合意形成した空間発展政策ヴィジョンの内容、ESPON

という研究機関ネットワークの役割を分析し、東アジ

アの可能性について検討した。 

(2)東アジア圏のマクロな空間構造；日中韓台の 4

ヶ国の地域統計データ及び地図データを用い、人口・

経済指数、都市配置、主要インフラ動向を用いて圏域

の空間構造図を作成、その変化を分析した。 
 

［研究成果］ 

1． ヨーロッパの空間政策の理念と ESPON の役割分析 
ヨーロッパでは、EU と CE という共同体があり、こ

の両組織の広域空間発展政策は、表にまとめている。

この圏域の持続可能でバランスの取れた経済・社会的

発展、共通外

交・安全保障

が主目的であ

り、各国関係

大臣の協力・

連携で成り立

っている。 

また、EU で

は ESDP の目

的を達成する

ため、EU の部

門別政策の効

果分析、政策
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提言を行う ESPION という研究機関を活用しており、汎

ヨーロッパレベルの空間構造を分析し、高い政策反映

効果を上げていることがわかった。 

 

2．東アジア圏のマクロな空間構造分析 

東アジア圏の空間構造図の作成のため、東アジア空

間情報インフラ(EASDI)を試験的に整備し、空間構造図

を作成してみた。その結果は、図に示している。 

EASDI の整備は、①東アジアの空間発展のバランス

を示す視覚的指標となり、②後進地域への選択的投

資・支援などを可能にする重要な評価指標になり、③

アジア人としての一体感を生成する教育材料にもなる

と考えられた。ただし、この空間構造図を作成する際

の課題としては、①EASDI 構築の基礎条件として国レ

ベルから地域政府レベルに至る共通のシームレスなマ

ップを共有・統合すること（標準化、更新性、対応性

確保）、②人口、面積等を勘案した比較可能な統計的地

域ユニットの設定、統計データの収集・定期的なアッ

プデート、③グローバル地図・統計情報としての公開、

マップとの結合があげられる。 

このようなマップを総合政策的・部門別政策的視点

で段階的に作成することは汎アジア空間政策、各国の

地域政策、分野別政策の立案・決定に相当な役割をす

る可能性がある。これらの実現のためには各国関係機

関・研究者間の連携・

協力、情報の共有など

が必要不可欠であろう。 

 
［成果の発表］ 
1) 芮 京禄, 阪田知

彦：東アジア地域の

持続的発展のため

の空間情報インフ

ラ整備について，

(社)地理情報シス

テム学会講演論文

集 vol.18，33-36, 

2009 

2) 芮 京禄：東アジア

諸国の地域空間情

報に基づく現状と

トレンドの把握，北

東アジア学会第 15

回学術研究大会分

科 会 予 稿 集

No.15,32-33, 2009 

3) Kyungrock YE: East 
Asian Spatial Data 

Infrastructure Development for the Sustainable 

and Balanced Regional Growth, Proceedings of the 

Eastern Asia Society for Transportation Studies 

vol7, 2009 

4) Ye, Kyungrock and Sakata, Tomohiko: The 

possibility of East Asian Spatial Data 

Infrastructure development comparing with a case 

of EUISCGM GSI(MLIT) and United Nations 

University, Global Mapping Forum 2008, 180-195 

5) Kyung-rock YE, Nozomu KIUCHI, Takeshi Kinoshita: 
A Study of the Roles of the European Spatial 

Development Perspective (ESDP) and its 

Application Potential in East Asia, Journal of 

Landscape Architecture in Asia Vol.3, 44-48, 

2007 

 
［成果の活用］ 

東アジア共同体という構想が、将来具体化し、政府

間の共同事業、統合したヴィジョンの提示が必要にな

るときに、基礎資料として役割する。また、EASDI の

整備手法は、国内の地域現状把握の際も有効な手法で

あり、マップ分析手法を国土情報化や地方自治体情報

化業務に提示することができる。 

 

 

地域人口増加率（1995-2005）     都市人口増加率（1995-2005） 

 

２００５年

 

    2005 年一人当たり GDP        2005 年コンテナ取扱量 
図 東アジア空間構造図作成の例 
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広域的な視点からの土地利用規制における各種空間情報の統合に関する 

基礎的研究 
Study about the Integrate Technology for the Geographic Spatial Data of Land Use 

Control from the viewpoint of a Multi-Municipal Area 
 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 

総合技術政策研究センター 建設経済研究室 主任研究官    阪田 知彦 
Research Center for Land and Construction Management, 
Construction Economics Division,     Senior Researcher Tomohiko SAKATA 

 
This study aimed at technical problems about spatial data that it was necessary to analyze land use 

regulation and population changes using geographical information system. 
For contents, availability of spatial data on time-series analysis about between land use regulation 

and population changes, the sample of spatial data product specifications about land use regulation in 
time-series, using possibility of satellite data as analysis of relations of city area and population. 
 
［研究目的及び経緯］ 

わが国の市街地は戦後の経済成長と共に拡大を続け

てきたが、土地利用計画に即した市街地が実現したか

という観点からの議論が近年散見されるようになった。

一方で、これからの市街地像としては、これまでの市

街地の拡大期と異なり、人口減少の影響を受け、縮小

を余儀なくされる中で、どのような縮退方策を考え得

るのか、またその方策の発効までの時間的な経過（遅

延）を比較し、効果的な方策設定が必要となるといっ

た議論が見られる。しかし、土地利用規制による市街

地変化とその人口の変化がどのように起こってきたの

かさえ検証がされていないのが現実である。その要因

の１つに、こうした動向の把握に必要な時系列での地

理空間データの整備技術の未確立が指摘できる｡ 

本研究は、このようなモチベーションより、こうし

た土地利用計画における地理空間データの活用に向け

た基盤となる要素技術の開発を目指すものである。 

［研究内容］ 

上記の目的に対して、各年次では以下の研究を実施

した。 

平成 20 年度は、空間データモデリング手法の検討と

して、地理空間データの標準化動向（地理情報標準プ

ロファイル：JPGIS，など）や国の情報戦略政策で打ち

出されている仕様などを、今回の目的である土地利用

規制や市街地・人口動向の地理空間データ構築での活

用可能性について検討した。また、地方公共団体での

地理空間データの整備状況の調査を実施（建築研究所

調査への協力）し、都市計画決定に関する地理空間デ

ータの整備状況を把握した。 

平成 21 年度は、引き続き、土地利用規制と人口の時

系列分析、都市計画決定に関する地理空間データの製

品仕様書の検討、リモート・センシングデータの活用

可能性、等について検討を行った。 

［研究成果］ 

以下本稿では、紙幅の関係上、研究成果のうち主な

ものを中心に報告する。 

■都道府県での都市計画決定関係の地理空間データの

整備状況の把握と人口との関連性の分析 

まず2009年2月時点での全都道府県での地理空間デ

ータの整備状況を把握した。その結果、現時点では都

市計画決定情報を地理空間データとして整備している

都道府県は 13 団体と少なく、かつ時系列での整備まで

行っている団体は数団体程度（概ね 1990 年以降に限定

される）であることが明らかとなった。詳細について

は、阪田・寺木（2009）を参照されたい。 

現状では、即地的な時系列変化を捉えるまでの状況

ではないため、代替データとして、1968 年以降の都市

計画区域面積と人口の関係を都道府県別に整備し、こ

のデータについて都道府県別の都市計画区域面積と人

口変化（国勢調査との関係で５年ごととした）の関係

について分析を行った（図１）。 

人口のデータが５年ごとであるため、都市計画決定

と人口変化との間に明確な遅延現象を検出することま

では至っていないが、人口増を見越した都計区域の見

直しを行っている都道府県と、試行錯誤している都道

府県の状況を類型化に向けた基礎データとなった。 
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このグラフは、 
・相関係数が高いほど、人口増を見越して都市計画区域
を拡大・調整している団体。 
・相関係数がマイナスになる団体は、人口増が先行して、
調整が後手になっていることが多い団体。 
と読むことができる。 

 

図１ 都道府県毎の都市計画決定面積と人口変化の 

時間的相関性の分析 

■都市計画規制等の時系列データセットのあり方の検

討と地理空間データ製品仕様書（案）の作成 

2007 年に施行された地理空間情報活用推進基本法

に基づき「地理空間情報活用推進基本計画」が 2008

年 4 月に閣議決定された。この基本法では、地理空間

データを作成する場合、製品仕様書の作成が推奨され

ているが、現状では各自治体の職員がそれぞれ作成す

るのは効率面及び難易度からも実用レベルではないこ

とが指摘できる。そうした観点より、地図情報レベル

2500 地形図や砂防基盤図作成においては、標準的な製

品仕様書が国土地理院で策定されているが、特に都市

計画決定に関しての地理空間データを時系列で管理す

るための製品仕様書は、現時点では標準的に参考にな

るものが存在していない。そのため、本研究では都市

計画規制等の時系列データセットのあり方とその製品

仕様書（案）の試作を行った。作成にあたっては、特

定の自治体に対するものではなく、自治体共通の事項

と自治体固有の事項に分類し、時系列を考慮した都市

計画規制の管理方法と製品仕様書（案）を作成した。 

結果としては、現行の JPGIS のみでは時間関係の取

り扱いがやや複雑になるため、その前段階として都市

計画決定や市街地の状況把握といった都市計画業務の

流れを、EA（エンタープライズアーキテクチャー）な

どの汎用的な業務－システムモデル化手法の考え方を

活用してモデル化することにより、現行の JPGIS にほ

ぼ準拠した形式で都市計画規制等の時系列データセッ

トが作成できる可能性があることがわかった。今回の

製品仕様書（案）では、一部この発想を取り入れたが、

業務のモデル化自体は都市計画制度と密接に関連して

いるため、今後の都市計画法の改正動向なども踏まえ、

引き続きの検討が必要な観点である。 

■リモート・センシングによる市街地と人口動向の関

係の可視化 

市街地の動向についてリモート・センシングデータ

の活用可能性について基礎的検討を行った。本研究で

は、アメリカ軍事気象衛星による夜間光のデータ

（DMSP：Defense Meteorological Satellite Program）

と DID（人口集中地区）との関係をバブル崩壊後の 5

時点（1992、1995、2000、2005、2009 年）について可

視化した。 

結果、今回は DMSP の輝度補正が十分できなかったこ

ともあり、人口集中地区内の輝度分布は 大値を超え

る（ハレーション）現象が見られ（図 2）、時点間の定

量的な比較が困難であったが、市街地形成と人口集中

の変化を大域的に可視化することが出来た。今後さら

に詳細な解析を行っていく予定である。 

［成果の発表］ 
阪田知彦・寺木彰浩（2009）都道府県と傘下の基礎自

治体の関係に着目した都市計画分野での地理空間デー

タの整備状況に関する分析、地理情報システム学会研

究発表大会論文集、vol18、357-360 など 

［成果の活用］ 

本研究での成果は、事項立て研究「人口減少期の都

市・地域の将来像アセスメントに関する研究」等にお

ける基礎資料として活用している。また､空間データ製

品仕様書案については、関係機関・学会研究会等に情

報提供し､オーソライズを図っている途上である。 

 1992年10月      1995年11月     2000年10月     2005年10月     2009年10月

図 2 DMSP 衛星画像の同一地域（茨城県全域）の観測における夜間地上光の変化例 

※データ自体は、日本を含む領域について作成したが、撮影時点での輝度分布の差異を見るために、茨城県周辺につ
いて掲載する。白いほど輝度が高く、市街地として集積度が高い地域として見ることができる。 
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圏域における社会構造の変化に関する研究  
A Research on Transition of Social Structure in the Region of Life 

（研究期間 平成20年度～） 
 総合技術政策研究センター 建設経済研究室                    

                    主任研究官  小塚 清   
主任研究官  門間 俊幸  

［研究目的及び経緯］ 

 本格的な人口減少社会の到来・少子高齢化の進展・グローバル化の進展・モータリゼーションの進展・都市と地方の格差拡

大など我が国を取り巻く社会情勢の変化に伴い、国土づくりの転換が迫られる状況下、新たな時代の要請に対応し、国土・国

民生活の将来像の明示、並びに国土の計画的な運営の必要性が増しているところである。 

本研究は、個々の住民・企業行動の目的等に着目しつつ圏域及び圏域が果たしている機能の経年的推移について情報収集す

るとともに、これらの変化が国民生活や社会情勢にどのような影響を及ぼしているかについて分析することにより、あるべき

圏域設定の考え方、圏域相互の関係などについての提言につなげるものである。 

 平成21年度は、パーソントリップ調査の経年データを活用し、住民の生活行動の観点から、圏域構造変化の要因について仮

説を設定し、道路交通網の整備によるアクセシビリティの向上と住民の生活行動パターンの変化の関係を含め、分析・検証を

行った。また、圏域構造の変化を評価するための指標案を作成し、圏域の規模類型別に指標案の妥当性・適用性についての分

析を行った。 

 

建築・住宅分野におけるイノベーションに関する研究  
Study about Innovation in the Building and Housing Policy 

（研究期間 平成20～22年度） 

 総合技術政策研究センター 建設経済研究室         室   長 梅村里司 
主任研究官 阪田知彦 

    評価システム研究室         室   長 槌本敬大 
主任研究官 喜々津仁密 

［研究目的及び経緯］ 

平成 19 年 6 月の政府の長期戦略指針「イノベーション２５」の策定を踏まえ、建築・住宅の分野においても、建築・住宅分

野の特性に十分に配慮したイノベーションによる社会全体の変革に対応していく必要がある。そこで本研究課題では、建築・

住宅分野におけるこれまでの技術開発を踏まえ、将来における技術開発の方向性を検討することを目的とする｡得られた成果に

ついては、建築・住宅分野の政策を展開する国土交通行政の指針としての活用等に資する。平成 21 年度は、学会などにおける

技術開発動向の把握を引き続き行うとともに、建築・住宅分野におけるイノベーションが建築基準の合理化に与える影響等の

分析などを実施した。 

市街地及び集落の再生可能性に関する研究 

Research of Recovery of Activity of Urban and Rural Community 
（研究期間 平成21年度～） 

 総合技術政策研究センター 建設経済研究室    室長  梅村里司 
        主任研究官 小塚清 
        主任研究官 門間俊幸 
        研究官  大橋幸子 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、市街地・集落の現在の状況の把握と変化をもたらした要因の分析、及び住民の生活に密接に関係する、産

業、子育て、医療、福祉、文化等の社会的サービスの変化に伴う社会資本の役割の変化の解明を行うもので、市街地・

集落の社会的サービスの変化に対応する社会資本管理の検討に活用することを目的としている。 

平成21年度は、中山間地域を中心として、生活サービスのうち小学校の統廃合を切り口に調査を行った。総合交通分

析システムを利用した小学校までの距離の変化の調査では、小学校の統廃合に伴い、最寄りの小学校までの経路の距離

がS50 年以降徐々に増加していることが分かった。また、統廃合を行った地域に対して行った、自治体への地域の状況

に関するヒアリング調査、小学校の児童の保護者への通学に関するアンケート調査、校区住民へのアンケートによる意

識調査等では、統廃合に伴い徒歩からスクールバスへの通学手段の変更が見られたこと、統廃合に伴い通学時間が長く

なったこと、非積雪時より積雪時の通学時間が長いこと、地域住民の意識の変化が見られたこと等が分かった。 
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規制影響分析の活用に関する研究 
Research on Application of Regulatory Impact Analysis 

（研究期間 平成 21 年度） 
 
総合技術政策研究センター 評価システム研究室      室長  槌本 敬大 
Research Center for Land and Construction Management Head     Takahiro TSUCHIMOTO 
Evaluation System Division                 主任研究官     喜々津 仁密 

                Senior Researcher Hitomitsu KIKITSU 
 

The purpose of this research is to propose the possible application of the regulatory impact 
analysis (RIA) through investigating the state of implementation in other countries. RIA has been 
adopted in many countries such as Great Britain and United States of America for the availability or 
transparency of regulations. In this research, the framework on simplified quantitative approach for the 
RIA was proposed in order to evaluate the effects of regulations on the building construction markets 
in Japan. 
 
［研究目的及び経緯］ 

規制影響分析とは、規制の導入又は改正時に、その

規制内容だけでなく、規制によって想定される費用や

便益も検討することにより、規制の導入又は改正時に

その質を高め、妥当性、客観性、透明性等を確保する

目的で、米国や英国等の諸外国で導入されている手法

である（図 1）。 

 

1）客観性・透明性ある意思決定のための  『事事前前分分析析ツツーールル』 
2）国民・事業者への説明責任を果たすための『合合意意形形成成ツツーールル』 

規規制制影影響響分分析析のの主主なな評評価価項項目目 
(1)規制の導入または改正の内容の明確化 

(2)費用・便益の要因の特定及びその定量化の検討 

(3)想定し得る代替手段との比較検討 

(4)レビュー時期の検討 

規規制制のの質質のの向向上上  

図 1 規制影響分析の流れ 

 

我が国においても平成 19年 10 月 1日に行政機関が

行う政策の評価に関する法律施行令（平成 13 年政令

第 323 号）の一部改正により、規制影響分析が本格導

入された。 
これに関連して、平成 20 年 2 月及び 6 月の経済財

政諮問会議において、規制の新設に係る事前審査にお

ける第三者性・中立性の欠如や十分なチェック機関が

確保されていない等の問題提起がなされ、12 月の同会

議において、規制の新設時の事前評価・チェック機能

の強化を実現するため、引き続き検討を行うべきであ

るとの提言がなされた。規制改革推進のための第 3 次

答申－規制の集中改革プログラム－（平成 20年 12月）

において、国際的には規制の新設時に事前評価・チェ

ックを行うことによって規制の是非や実施方法を丁寧

に検討しているのが一般的であり、我が国においても

その強化が必要とされている。 
本研究は、このような背景を踏まえ、規制影響分析

を有効に機能させ、効果的に活用していくための技術

的知見を整備するものである。 
 

［研究内容］ 

規制影響分析は米国、ＥＵ等の諸外国で既に導入さ

れている。本研究では、これら諸外国での規制影響分

析について、その実施体制、客観性の確保の方法、費

用の定量的な検討方法を含めて調査し、我が国の当該

分野における規制影響分析の活用に資する基礎資料を

整備する。 
 

［研究成果］ 

1. 規制影響の定量化のための方策 
本研究では、我が国における規制影響分析での費

用・便益に係る定量的な分析手法として、既に英国で

採用されている「原単位×対象数」を把握することに

着目した。 
このような簡便な数式で影響の度合いを概算するこ

とで、費用や便益全体のボリューム感を明らかにする

ことに主眼を置くのであれば、まずは、①規制の導入・

改正によって影響を受ける対象が「誰・何」なのか、

そしてそれぞれの対象は「どのくらい（対象数）」存在

しているのかを把握していくことが求められる。次に、

②規制の導入・改正による影響の内容が「どのような
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もの」か、そしてそれぞれの影響は「どのくらい（原

単位）」なのかを把握していくことが必要となる。 
 
2. 規制影響の定量的な分析の流れ 

上記の方策を踏まえて、規制のもたらす影響を定量

化していく上で必要となる考え方を概念的に整理した

ものを図 2 に示す。 
 

規制影響の
「対象」

誰・何なのか？

定　性

規制影響の
「内容」

どのようなものか？

どのくらいか？
【対象数】

どのくらいか？
【原単位】

定　量

×

影響の定量化
 

図 2 規制影響の把握の考え方 

 
1) 第一段階 
まず取り組むべき事項は、規制影響の「対象」と「内

容」を“定性的”に列挙することである。費用便益分

析の一般的な考え方でいえば、前者が帰着先、後者が

費用要素・便益要素に該当する。このプロセスはいわ

ゆる定性的評価の範疇であり、比較的容易に着手する

ことが可能であるが、この実施の際には建築規制の目

的の多義性を考慮して、安全、環境、健康、経済・社

会、社会的厚生等の観点からどのような影響（プラス

マイナス双方）が生じうるかを、網羅的に検討するこ

とが必要になると考えられる。 
2) 第二段階 
次に取り組みべき事項は、規制影響の「対象」に関

する“定量的”把握、つまり規制によって影響を受け

る対象（人や建築物等）がどの程度存在するのかを見

積もることである。この場合、例えば国民・産業全体、

建築物全体という大枠での把握にとどめるのではなく、

（第三段階で後述する影響の多寡が生じうるであろ

う）セグメントごとでの把握が望ましいと考えられる。

例えば産業の例でいえば、大企業と中小企業によって

影響の多寡が異なりうるし、さらに従業員規模等で細

かいセグメントで捉えれば、影響の多寡はより明確に

表れうる。 
3) 第三段階 
最後に取り組むべき事項は、規制影響の「影響」に

関する“定量的”把握、つまり規制によって生じる影

響がどの程度か、単位当たりの規模を見積もることで

ある。この段階が定量化に当たって最も困難なポイン

トであると予想されるが、例えば先行研究・調査で明

らかにされている結果や利害関係者へのインタビュ

ー・アンケート等を通じて把握した相場観等を駆使し

て、可能な限り定量的に把握していくことが望ましい

と考えられる。 
 
3. 建築基準における今後の調査検討の方向性 
 諸外国における規制影響分析に事例には、確かに高

度・精緻なモデルやシミュレーション技術等を駆使し

て、規制の影響を定量的に分析しているケースもみら

れる。また、金銭価値化の精度を高めるための方法も

多数存在する。ただし、そもそも事前評価である規制

影響分析に求められているのは、経済学的に緻密・精

緻な調査分析を行うことというよりも、むしろ実務的

な政策判断を行っていく際の判断材料を提示すること

にあるといえる。さらに、広く国民や産業界全般に影

響を与え得る建築規制だからこそ、むしろ上述の簡便

な手法を用いて、極力分析過程のブラックボックスを

作らない形で、分かりやすく影響の程度を示し、利害

関係者や国民との議論の共通の土台を提供していくこ

とが重要であると考えられる。 
 建築基準の規制影響分析に関する今後の調査検討に

おいては、我が国における建築基準分野での費用便益

分析の質を高度化していけるように、その実務面を支

援していくことが望まれる。そのためにはまず、「規制

遵守費用」、特に「事務作業費用」を定量化するための

標準的な手法やデータの開発整備等を進めることが可

能かつ実現性が高いと思われる。この点については、

英国や豪州等において、既に標準化ツールの開発整備

が完了している状況である。今後我が国でもこれらの

海外諸国の事例を踏まえながら、建築基準分野でのあ

り方を検討するとともに、具体的に開発を進めていく

ことが望まれる。 
 

［成果の活用］ 

諸外国の建設分野の規制に関連した政策評価手法を

調査分析し、我が国の当該分野における規制影響分析

の高度化・効果的活用に資する基礎資料をとりまとめ

る。 
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建築物の突風危険度評価に適用可能な竜巻発生装置の開発 

Development of Tornado Simulator for Evaluation of Tornado-induced Wind Hazard to Buildings 
（研究期間 平成21～23年度） 

 総合技術政策研究センター 評価システム研究室       主任研究官    喜々津 仁密 
 
［研究目的及び経緯］ 

 わが国では，近年相次いで甚大な竜巻による建築物被害が報告されている。このような状況を踏まえて、本研究では

竜巻発生装置を開発し、竜巻による突風危険度に関する各種の評価を行うことを目的とする。具体的には、同装置を活

用して、竜巻通過時に建築物に作用する風力特性と建築物への飛来物の衝撃リスクを実験的に把握する。そして、確率

統計的な観点から竜巻の規模に応じた発生確率の合理的な評価方法を示し、建築物の重要度等に応じた突風荷重設定の

考え方を提案する。 

 平成21年度は屋内型の竜巻発生装置を設計・製作し、基本的な気流性状の確認を行った。渦状の気流を生成する本体

は直径1.5ｍであり、横方向に約3ｍ移動する機構を有している。次年度以降、同装置を活用して上記の各種実験を実施

する予定である。 

 

 

既存木造住宅の倒壊限界変形量と耐力に関する研究 

Studies on collapse limit deformation and Shear Strength of Old Wood Houses 
 

（研究期間 平成19～22年度） 

 総合技術政策研究センター 評価システム研究室        室長       槌本敬大 
 
［研究目的及び経緯］ 

 本研究は、既存木造住宅に対する静的水平加力試験等を行い、木造住宅の倒壊限界変形量と耐力を把握して現行の耐

震診断法との比較を行い、既存木造住宅の耐震改修技術の向上に役立てることを目的としている。平成 21 年度には、

兵庫県西宮市の３階建て枠組壁工法住宅１棟、及び長野県安曇野市の２階建て軸組構法住宅１棟の引き倒し実験を行い、

倒壊に至るまでの荷重変形関係及び損傷の進展に関するデータを取得した。枠組壁工法住宅については既往の耐力壁実

験結果から、軸組構法住宅については現行の耐震診断法から、それぞれ荷重変形関係の計算値を求めて実験結果との比

較を行ったところ、実験値は計算値をある程度上回ることが確認された。 
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公共調達システムの変遷と建設生産システムの各段階を通じた調達方法に関する研究 

Study on Changes in the Public Procurement Method and a New Procurement Method that Integrates Various Phases 

 
（研究期間 平成 20 年度～） 

総合技術政策研究センター 建設マネジメント技術研究室          室   長   笛田 俊治 

                                    主任研究官   宮武 一郎 

                                    研 究 官   多田 寛 

［研究目的及び経緯］ 

 本研究は、我が国及び海外における公共調達の変遷と調達全体に与えた影響について、調査分析を行うとともに、調

査、計画、設計、施工、維持管理の各段階を構成要素とする建設生産システムについて、各段階を通じた多様な調達方

式を検討し提案することを目的としている。 
 平成２１年度は、米国で行われている Warranty Contract 契約について調査を行うとともに、Warranty Contract 契

約及び英国で行われているＭＡＣ契約について、我が国の維持管理での調達方法へ適用する場合に参考となるべきこと

および留意すべきことについて整理した。 

 

社会資本整備における利害調整手法の構築および普及促進に関する研究 

Study on Development of Reconciliation of Interests Methods in Infrastructure Development Process 
（研究期間 平成 21～23 年度） 

総合技術政策研究センター 建設マネジメント技術研究室          室   長   笛田 俊治 
                                     主任研究官   服部  司 
                                     研 究 官   松本 美紀 
［研究目的及び経緯］ 

 社会資本整備では、住民参加制度が導入されることで、構想段階から住民参加の機会が確保されることにより、検討

プロセスの透明性や公平性を高めることで、社会的合意の形成を促す取り組みが実施されている。 

 その一方で、利害対立が生じることで、円滑な合意形成が難しい事業も少なくない。計画検討は、利害関係者の意見

を適切に反映しながら進める必要があるが、実務上の課題も多く、利害調整の技法や技術の改善が求められている。そ

のため、本研究室では、住民参加実務における技法的な課題解決に資することを目的とし、通常の住民参加プロセスで

実施されるコミュニケーション手法では利害関係者間でコミュニケーションが成立しなくなった状況において利害関

係者間の議論が再開され、次のステップに進めるような合意点を見つけるための利害調整手法を開発しているところで

ある。 

 平成 21 年度は、国内外における利害調整手法に関わるマニュアル等の文献を収集し、その内容を整理するとともに、

過去合意形成事例を収集し、マニュアルと実務状況の比較による利害調整の課題を抽出した。その結果は、今後、現場

担当者及び実務者の利害調整技法修得を目的とした教育・育成方法等の開発に向け、継続して検討していく予定である。 
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調査・設計業務の調達における技術力評価に関する研究 
Study on Technical Evaluation for Procurement of Research and Design Services 

（研究期間 平成 21～23 年度） 

 総合技術政策研究センター 建設マネジメント技術研究室          室   長   笛田 俊治 
主任研究官   服部 司  

［研究目的及び経緯］ 

調査・設計業務の調達においては、平成 20 年度から価格及び技術が総合的に優れた内容の契約がなされるよう、

総合評価落札方式が導入された。今後、同方式の大幅な運用拡大が見込まれており、成果品質をさらに向上させ

るうえで必要な技術力評価の改善方策や低入札防止対策等について検討している。 
 平成 21 年度は優れた品質を確保するために必要な技術力の評価方法の改善を目的に、業務成果の品質低下の一

因となる低入札の場合の技術力評価の方法について検討した。具体的には調査基準価格を下回った場合の技術提

案の履行確実性の評価方法について低入札抑制効果のシミュレーションを踏まえて検討し、調査・設計等分野に

おける品質確保に関する懇談会に諮り内容を公表した。 
 

道路工事における総合評価に関する調査 

Study for the application of Overall Evaluation Bidding Method with Technical Proposal 
（研究期間 平成 14～22 年度） 

総合技術政策研究センター建設マネジメント技術研究室           室   長   笛田 俊治 

                                  主任研究官   塚原 隆夫 

研 究 官   多田 寛  

［研究目的及び経緯］ 

平成 17 年４月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、公共工事の品質は、「経済性に配

慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保さ

れなければならない」と規定されており、公共工事の品質確保のための主要な取り組みとして総合評価方式の適用を掲

げている。 

国土技術政策総合研究所においては平成 17 年度～20 年度に「公共工事における総合評価方式活用検討委員会」を設

置し、総合評価方式のより一層の活用促進に向けた検討を行っており、ほとんどの直轄工事で総合評価方式が適用され

ているところである。 

平成 21 年度は、「総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会」を設置し、直轄工事の総合評価方式

の実施状況を踏まえ技術評価点の配点・評価方法に関する検討を行い、上記懇談会においてとりまとめを行った。 
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総合評価データベース運用業務 
Study for the application of Overall Evaluation Bidding Method with Technical Proposal 

（研究期間 平成 14～22 年度） 

 総合技術政策研究センター 建設マネジメント技術研究室         室   長    笛田 俊治 

                                   主任研究官    塚原 隆夫 

研 究 官    多田 寛 

［研究目的及び経緯］ 

平成 17 年４月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、公共工事の品質は、「経済性に配

慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保さ

れなければならない」と規定されており、公共工事の品質確保のための主要な取り組みとして総合評価方式の適用を掲

げている。 

国土技術政策総合研究所においては平成 17 年度～20 年度に「公共工事における総合評価方式活用検討委員会」を設

置し、総合評価方式のより一層の活用促進に向けた検討を行っており、ほとんどの直轄工事で総合評価方式が適用され

ているところである。 

平成 21 年度は、「総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会」を設置し、上記の総合評価方式の適

用状況のもと、直轄工事における総合評価方式のフォローアップを行うとともに、平成 20 年度末より新たに実施され

た実績重視型総合評価方式等の施策のフォローアップを行い、上記懇談会においてとりまとめを行った。 

 

道路工事の品質確保の促進を図るための調達方式等の検討 

Study on the procurement method for promoting quality assurance in road construction 
（研究期間 平成 21 年度～） 

 総合技術政策研究センター 建設マネジメント技術研究室         室   長    笛田 俊治 

                                   主任研究官    宮武 一郎 

                                   研 究 官    多田 寛 

［研究目的及び経緯］ 

本研究は、国土交通省直轄工事について、品確法及び基本方針に基づき品質確保を図っていく上での具体的な方策に

ついて検討を行うものであり、競争的で透明性の高い調達システムの実施に向けた入札・契約方式の提案及び改善を進

めることを目的としている。 
平成２１年度は、設計・施工一括発注方式で実施された試行工事についてフォローアップしその効果について把握す

るとともに、設計・施工のプロセスにおける設計の自由度と内包しているリスクの変遷について整理を行い、今後のリ

スク分担等のあり方について検討を行った。 
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公共工事の品質確保の促進を図るための調達方式等の検討 
Study on the procurement method for promoting quality assurance in public works 

（研究期間 平成 21 年度～） 

 総合技術政策研究センター 建設マネジメント技術研究室         室   長    笛田 俊治 

                                   主任研究官    宮武 一郎 

                                   研 究 官    多田 寛 

［研究目的及び経緯］ 

本研究は、国土交通省直轄工事について、品確法及び基本方針に基づき品質確保を図っていく上での具体的な方策に

ついて検討を行うものであり、競争的で透明性の高い調達システムの実施に向けた入札・契約方式の提案及び改善を進

めることを目的としている。 
平成 21 年度は、我が国（地方自治体、民間）及び海外（米国）におけるＣＭ方式の適用実態について、ヒアリング

調査等によって把握し、適用上の様々な課題（契約上の責任・権限、瑕疵の扱い、積算、ＣＭＲが行う提案に対するイ

ンセンィブの扱い等）に対し、検討・整理を行った。 

 

公共事業評価手法の高度化に関する検討 

Examination on sophistication of project evaluation methods 
（研究期間 平成 21～22 年度） 

 総合技術政策研究センター 建設マネジメント技術研究室         室   長    笛田 俊治 
主任研究官    服部 司 
研 究 官    松本 美紀 

［研究目的及び経緯］ 

 公共事業における事業評価では、事業の企画立案過程と結果に関する透明性を向上させるため、より的確な評価が求

められている。このため、本研究室では、事業の評価手法や評価結果の活用方法について、事業種別ごとの過去事例を

踏まえ、事業分野横断的な課題に対する評価精度の向上や評価手法の整合性の向上を図るための研究を実施していると

ころである。 

 平成 21 年度は、事業分野横断的な手法の確立を目的として、旅行費用法（TCM；Travel Cost Method）についての研

究を行い、各事業分野別で活用されているマニュアル内における TCM の適用手順の比較を行うとともに、過去の TCM に

よる便益推計事例の収集と整理を行うことで、TCM 実施時における課題を抽出し、その解決のための方向性を検討した。

検討した内容は、今後の TCM の適正な運用を図るためのチェックリストとして提案し、事業分野横断的な便益計測手法

である TCM 適用の指針として継続的に検討していく予定である。 
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建設生産システムの各段階を通じた調達方式に関する研究 
Study on a New Procurement Method that Integrates Various Phases 

 
（研究期間 平成 20 年度～） 

総合技術政策研究センター 建設マネジメント技術研究室         室   長    笛田 俊治 

                                   主任研究官    宮武 一郎 

                                   研 究 官    多田 寛 

 

［研究目的及び経緯］ 

 本研究は、調査、計画、設計、施工、維持管理の各段階を構成要素とする建設生産システムについて、各段階を通じ

た多様な調達方式を検討し提案することを目的としている。 
 平成２１年度は、維持管理段階における新たな契約方式として、点検付き工事発注方式、設計付き維持管理工事発注

方式、維持管理契約の複数年化等の調達方式について、検討を行った。具体的には、土木分野（橋梁）、電気通信施設

分野及び土木機械設備分野について、現状及び新たな契約方式を適用する場合の課題を抽出するとともに、それらの対

応策について検討を行った。 

 

調査・設計業務の品質確保に関する研究 

Study on Quality Assurance for Procurement of Research and Design Services 
（研究期間 平成 21～23 年度） 

 総合技術政策研究センター 建設マネジメント技術研究室         室   長    笛田 俊治 
主任研究官    服部 司 

［研究目的及び経緯］ 

調査・設計業務の調達においては、平成 20 年度から価格及び技術が総合的に優れた内容の契約がなされるよう、

総合評価落札方式が導入された。今後、同方式の大幅な運用拡大が見込まれており、成果品質をさらに向上させ

るうえで必要な技術力評価の改善方策や低入札防止対策等について検討している。 

 平成 21 年度は、平成 20 年度に総合評価落札方式により調達した土木、測量、地質調査の 374 業務について、

落札者の価格点及び技術点の順位の状況、落札率の分布状況、評価項目の採用状況など実施状況データを収集、

分析して年次報告としてとりまとめ、調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会に諮り内容を公表した。 
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飛行体活用に関する基礎研究 
A Basic Study on the Application for New Land Management Using Flying Vehicles 

（研究期間 平成 19～21 年度） 
 
高度情報化研究センター                     主任研究官     水上幹之 
Research Center for Advanced                    Senior Researcher  Motoyuki Minakami 
Information Technology 

 
Recently, new concept flying vehicles have been developed by using high technologies, for 

example, new materials, robotics, new telecommunications devices, and advanced sensors, etc.  
Particularly, the research of UAV (Unmanned Air Vehicles) has been busy world wide.  We will be 
able to develop the new advanced usage methods of land and transportation management for the new 
generations by using and coordinating the new concept flying vehicles with new sensors. This study is 
a basic study concerning about this matter, and indicates a new vision for the future applying land and 
transport management using flying vehicles.   
 
［研究目的及び経緯］ 

飛行物体に関して、米国はじめ先進各国での UAV
（Unmanned Air Vehicle:無人飛行体)の開発の動きが

加速していることもあって、ロボット・ヘリ、ロボッ

ト飛行船など、従来では考えられなかったような様々

なバリエーションを有した飛行物体の開発、特に無人

飛行体の研究が進んでいる。 
我が国としても、飛行体そのものについては、従来

にない新しいタイプの飛行体が、ここ数年来から、宇

宙航空研究開発機構（ JAXA: Japan Aerospace 
Explorer Agency）を中心に検討が鋭意進められている

ところである。一方、モニタリングに関しては、積み

込むセンサの精度が、デジタル化の波を受け、例えば

解像度が格段に上がっている。 
こうした各ハイテク技術のシーズ技術は、システム

化されれば、今後の国土管理に広範囲・かつ未踏領域

に使えるものであるが、残念ながら、現時点において

は、こうしたシーズ技術と、これらのシーズ技術をシ

ステム化してどのように国土管理に利用できるのかに

ついてその検討を行う叩き台がないため、新・飛行体

や新センサを活用した国土管理上の新イノベーション

が起きていないのが現状である。本研究では、こうし

た状況を踏まえ、将来の潜在的なニーズとなる国土管

理上も、こうした飛行体にまつわるハイテクを用いれ

ば、当然のことながら、相当、利用方法が違ってきて、

国民生活を一段とステージアップすることも夢ではな

いことを示していくため、その第一歩の叩き台となる

べく、飛行体利活用に関して、シーズ、ニーズが一体

的・統合的な基本となる開発ロードマップの第一歩と

なるべく、最初の素案を示すものである。 

［研究内容］ 

（１）飛行体の基本事項について 
現状及び世界各国で開発が進められている飛行体の

現状について、飛行方法別に大別して、その概要を把

握した。まず、その基本事項についてであるが、図 1
のようになる。 
 
 
 
図 1 各飛行体の基本事項 
 
また、各飛行体の特徴を取りまとめると、図 2 のよう

になる。 
 
 
 
 
 
図 2 各飛行体の特徴 
 

検討の概要結果を述べると、オペレーションコスト

が一番安いのは、小型ヘリである。コストを優先すれ

ば、小型ヘリを用いてモニタリングすればいいことに

なるが、騒音や振動の課題を抱えているので、この場

合、センサのマウントなどの開発が今後必要である。 
今後、超高精度の３次元国土マネジメントの展開を

考えれば、超高精度で、いかにカバー範囲を広くモニ

タリングできるかが、ひとつの勝負となる。超高精度

でセンシングするためには、飛行体がなるべく低振動、

低騒音であることに越したことはない。そのような観

飛行体 長所 短所 適用 

飛行機 ① 高高度で広範囲にセンシング可能 
② データの均質性に優れる 

① ホバリングできず、一点の定点観測不可 広範囲センシングに向く 

ヘリ ① 離発着場が多く機敏に出動できる。 
② 高度が高くカバー範囲が大きい 

① 振動、騒音が大きく、超高精度には不向き 小～中範囲、高精度センシングに向く 

 

飛行船 

① 低振動、低騒音による円滑で超高精度

なセンシング、超高精度撮影が可能 
② ホバリング機能に極めて優れており、

1 点の長時間観測が可能 

① 巨体でありオペレーションが重い 
② 全国で離着陸場が少ない 
③ 臨機応変さ、機動性を求めるのは難しい 
④ 汎用的使用が難しい 

小範囲、超高精度センシングに向く 
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点だけを考えれば、飛行船は、有力候補となる。 
（２）システム・インテグレーション 
従来、飛行体やセンサの開発と、国土マネジメント

手法の開発は、各々が別々に開発されていた感は否め

ない。端的に言及すれば、ユーザリクワイヤメントが

予め提示された状態で、開発が進んでいたわけではな

く、開発されて、データが取れるようになってから、

どのように利用できるかを後付け的に考えていくのが

今までの開発手法であった。このようなやり方だと、

お互いが WIN-WIN 関係の開発ではなく、お互いが受

動的な開発となってしまうので、目標とすべきスペッ

クなども曖昧のままであった。 
そこで、ここでは、センシングに焦点を当て、シス

テム的に捉え直してみた。その結果が、図 3 である。 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 センシング・システム・インテグレーション 
 
上記のように捉え直すと、以下のことが判明する。

①飛行体の開発は勿論であるが、マウントの開発も重

要である。それは、マウントの工夫次第で低振動、低

騒音のセンシングを可能とならしめ得るからである。

②また、実際のセンシングにおいては、精度ごとに、

単位時間、単位コスト当たりのカバーするセンシング

面積の概念が極めて重要となる。要するに、どのよう

な飛行体系でセンシングしていくかであるが、その場

合は、飛行体の高度、飛行体の速度、ペイロード能力、

航続時間などが、非常に重要なファクターとなる。 
（３）概略検討の結果について 
上記のことを踏まえて、飛行体ごとにどのような特

徴が得られるのかについてその概要を述べる。 
①ジェット機について 
広範囲で、荒いメッシュのデータ作成には向いてい

る飛行体である。全国を一律的に把握する場合は、衛

星データと補完しながら比較的安くデータを得ること

ができる。 
②プロペラ機について 
相当高い高度を飛べることから、中程度の精度のデ

ータ作成に向いている飛行体である。 
③ヘリコプタについて 
高精度のデータ取得に向いている。特に、小型ヘリ

については、オペレーションコストも安いので、今後、

無人の小型ヘリの開発など、最も注力して開発を進め

ていくべき飛行体である。 
④飛行船について 
飛行高度に難点があり、そのため広範囲取得は不可

能である。従って、スポット的な超高精度のデータ取

得に向いており、その意味では、ある特区を設置して、

例えば、都心の超高精度３次元データを得てみてから、

どのような管理が行えるかを探求すべきである。 
［研究成果］ 

上記結果に加え、国土管理といったユーザ側の視点

に立ちながら、飛行体そのものの開発方向を、５つの

サブ技術開発方向に体系化できることを見出した。こ

の体系化により、全くの五里霧中状態であった飛行体

そのものの開発ベクトルの方向性が予定的に見出せた。

５つの開発方向とは、①材料、②情報通信、③ロボッ

ト、④センシング技術、⑤エネルギーの５つである。

①は、炭素繊維を中心として、従来よりも遥かに軽量

で強靭な構造が得られるようになってきている。②の

情報通信に関しては、デジタル圧縮技術の進展により、

大量のデータが送れるようになり、かつ、情報通信機

器類の小型・軽量化が進んでいる。③のロボット技術

に関しては、航空機は有人であったものが、軍事面を

中心に無人化が進展しており、飛行体ロボットなる概

念が登場していることである。④のセンシング技術に

関しては、光学系のデジタル化の著しい進展により、

レーザ測定、デジタルカメラ撮影を中心に、従来では

考えられなかったような超高精度の地上解像度数 cm
の時代が到来しているということである。また、⑤の

エネルギーに関しては、太陽パネルの発電効率が高く

なって、翼に用いられるようになってきており、燃料

電池の開発とともに、電気駆動モータが使用できるよ

うになったことである。こうした飛行体あるいは飛行

体に搭載するセンサの開発ベクトルが明らかになった

ことにより、ユーザ側としてどの程度の精度のセンシ

ング、モニタリングが可能なのかを念頭に置きつつ、

利用方法への期待が具体的に描けるようになった。 
［成果の発表］ 
土 木 学 会 や ASCE(American Society of Civil 

Engineers:アメリカ土木学会)等で適宜発表する予定

である。 
［成果の活用］ 

本研究は、出現しつつある飛行体を活用していけば、

どのように国土・交通マネジメントに適用できるかに

ついての最初の緒となる基礎研究である。飛行体独自

の研究は、例えば、宇宙航空研究開発機構(JAXA)など

で開発をすべき課題であり、たとえば、国総研とＪＡ

ＸＡでの今後の協力研究が望まれるところである。 

飛行体 センシング 
セ ン サマウント 

今後、開発すべき箇所① 

国土管理利用

今後、開発すべき箇所② 
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高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発 
Development of Land Monitoring Technology for Disaster Mitigation by Advanced Image Processing 

Systems 
（研究期間 平成 19～21 年度） 

 
高度情報化研究センター 室長 遠藤 和重 
Research Center for Advanced Information Technology Head Kazushige ENDO 
情報基盤研究室 研究官 布施 孝志 
Information Technology Division Researcher Takashi FUSE 
 部外研究員 落合 修 
 Guest Researcher Osamu OCHIAI 

 
This research is positioned as one of the theme of " Development of land monitoring technology for 
disaster mitigation by advanced image processing systems". The purpose of this research is to 
accelerate the work to advance the road GIS data based on large-scale map information. In this 
research , we developed GIS/CAD converter and update mechanism of road GIS data. 
 
［研究目的及び経緯］ 

近年、高分解能の人工衛星画像や航空機搭載のデジ

タル航空写真が実用化され、また、GPS 機能を持つカ

メラ付携帯端末が普及し、高度な画像処理による減災

の基礎となる画像の取得を行う技術が確立されてきた。

それらの多様な情報を集約するためには、基盤となる

地図情報が重要な位置を占める。また、地理空間情報

活用推進基本計画においても、基盤地図情報整備の推

進が謳われている。この様な情勢の中、道路に関して

は、道路基盤地図情報の整備が率先して進められてい

る。この道路基盤地図情報は、他の地図情報と比較し

て大縮尺であることから、基盤地図情報整備への貢献

が大きく期待される。 
本研究は、国土交通省総合技術開発プロジェクト

「高度な画像処理による減災を目指した国土監視技術

の開発」における 1 つのテーマとして、大縮尺地図情

報である道路基盤地図情報の更新を迅速化・高度化さ

せることを目的として研究を行ったものである。本研

究の全体構成は図 1のとおりである。 

 
図 1 本研究の全体構成 

平成 19 年度に電子納品成果である工事図面（CAD
データ）から道路基盤地図情報（GIS データ）を整備

するための基準類、チェック技術の開発及び CAD→

GISコンバータの開発を実施した（図2）。これにより、

工事段階で作成された CAD データを利用して道路基

盤地図情報（GIS データ）を整備する仕組みを構築し

た。また、道路基準点を用いた標定・接合により作成

した道路基盤地図情報の位置精度を検証した。 

 

図 2 基準類・ツール等の開発 

平成 20 年度には、統一仕様に基づき納品された

CAD データと道路基準点等を用いた標定・接合技術の

検討及び道路基盤地図情報の更新実験を実施した。 

 

図 3 道路基盤地図情報の更新実験 

・基準類、チェック技術の開発 
・CAD→GISコンバータの開発 

・標定・接合技術の検討 
・道路基盤地図情報の更新実験 

・ GIS→CADコンバータ（逆変換） 
・ 一連のサイクル（切り出し～編集～更新・接合～
集約）を実現するための実証実験 

 
工事完成図書の電子納品（ＣＡＤ）

その他完成図書

完成平面図
（CADﾃﾞｰﾀ）

ＳＸＦVer3.0形式

工事完成図書の電子納品（ＣＡＤ）

その他完成図書

完成平面図
（CADﾃﾞｰﾀ）

ＳＸＦVer3.0形式

維持・管理（ＧＩＳ）

 

GISﾃﾞｰﾀ

JSGI対応XML形式

維持・管理（ＧＩＳ）

 

GISﾃﾞｰﾀ

JSGI対応XML形式JPGIS対応XML形式

変換・更新

ﾁｪｯｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発

CAD-GISｺﾝﾊﾞｰﾀ開発

基準類の策定

道路基盤
地図情報

製品
仕様書

道路工事
完成図等
作成要領

工事区間工事区間工事区間

更新範囲

接合

接合
更新範囲

接合

接合

部分切出し

編集範囲

工事区間

編集範囲

工事区間工事区間

接合・更新

CAD編集

Ｇ
Ｉ
Ｓ 

Ｃ
Ａ
Ｄ 

240



［研究内容］ 

平成 20 年度までの成果を踏まえ、道路基盤地図情

報の更新処理を円滑化するために、GIS データの切り

出し・接合処理、GIS データ（JPGIS）から CAD デー

タ（SXF）への変換処理を自動化するための技術開発

を行った。 
（１）GIS→CAD コンバータの開発 

既に整備されている道路基盤地図情報を工事段階

等に利用する場合、工事においては CAD ソフトを用

いてデータ修正を行うことが一般的であるため、GIS
データである道路基盤地図情報から CAD データへの

変換が必要となる。そのため、道路基盤地図情報（GIS）
を CAD データに変換するための GIS→CAD コンバー

タを開発した。機能要件は、以下のとおりとした。 
・ 道路基盤地図情報製品仕様書（案）に基づく道

路基盤地図情報の JPGIS に準拠した XML デー

タが、道路工事完成図等作成要領に基づく完成

平面図の CAD データに変換できること。 
・ 他のプログラム・システムから呼び出して利用

できること。 

 

図 4  GIS-CAD コンバータの構成 

（２）道路基盤地図情報の更新サイクルの検証 

（１）の GIS→CAD コンバータを用いて、道路基盤

地図情報の更新作業の実験を行い、更新の仕組み全体

としての課題および要件整理を行った。実験において

は、図 5に示す更新手順の一連の流れを、実験計画書

を作成した上で実証した。 

 
図 5  道路基盤地図情報の更新サイクル 

・ GIS データの切出し・更新手法（①，⑥） 
・ データ更新パターンの整理（新設，撤去，拡幅，

移設，現状復旧，工事対象外） 
・ データベース更新アルゴリズム（処理手順）の

検討 
・ 関連プログラム処理〔コンバータ（②，⑤）、チ

ェックプログラム（④）〕 
・ CAD データ編集作業（③） 

一連の流れの中では、道路基盤地図情報の各地物が

持つ地物 IDに着目して、更新前後の地物 IDを比較し、

重複がないように新たに地物 ID を付与することによ

り、地物の漏れがなく更新することができるかを確認

した。 
［研究成果］ 

GIS→CAD コンバータの開発により、道路基盤地図

情報の一連のサイクル（切り出し～編集～更新・接合

～集約）を実証することができた。 
今後は、道路基盤地図情報から発注図を作成し、そ

れを下に工事完成図を作成するための運用ルールが必

要になる。また、それらを円滑に行うことを可能にす

るために、更新システムの整備が課題である。この際

に、特に維持修繕工事における精度向上に向けて、図

面標定手法の検討が必要となる。 
［成果の発表］ 

本研究で開発した基準類及びチェックプログラム、

コンバータ等のツールは、以下のサイトにより一般公

開しており、無償で利用することができる。 

1) 道路工事完成図等作成支援サイト 

(http://www.nilim-cdrw.jp/) 

［成果の活用］ 

現在流通している CAD データや GIS データの標準

仕様は複数存在するが、平成 21 年度に開発した

GIS-CAD コンバータにより、全ての標準仕様間でのデ

ータ変換が可能となり（図 6）、今後のデータ流通を促

進（測量～設計･施工～維持管理）することが期待され

る。 

 
図 6  各標準仕様間のコンバータ開発 
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デジタル道路地図の高度化に関する検討業務 
Study on the Advancement of Digital Road Map 

（研究期間 平成 16～21 年度） 
 
高度情報化研究センター 室長 遠藤 和重 
Research Center for Advanced Information Technology Head Kazushige ENDO 
情報基盤研究室 主任研究官 有村 真二 
Information Technology Division Senior Researcher Shinji ARIMURA 
 研究官 布施 孝志 
 Researcher Takashi FUSE 
 部外研究員 落合 修 
 Guest Researcher Osamu OCHIAI 

 
We are verifying a new location referencing method which can identify the location in a different road 
map. And we are working to build a system of gathering road update information. In this study, we 
experimented on the method of exchanging digital road map, using a new location referencing method. 
And we experimented on the automatic extraction of official gazette on the road, using our system. 
 
［研究目的及び経緯］ 

デジタル道路地図の高度化に向けて、道路情報取得

の効率化、道路情報流通の促進が重要である。道路情

報取得の効率化に対しては、電子納品成果を利用した

道路基盤地図情報の整備や官報や広報などから道路更

新情報を自動取得する手法構築に取り組んでいる。ま

た、道路情報流通の促進に対しては、道路の共通位置

参照方式の導入により、道路の走りやすさマップデー

タ、道路標識情報、プローブデータなど道路に紐づけ

られるデジタル道路地図データの流通サービスの展開

を検討している（図 1）。 

 
図 1 道路の共通位置参照方式の利用イメージ 

本課題では、これらの取り組みについて、「道路の

共通位置参照方式によるデジタル道路地図データ交換

実験」および「公示における道路更新情報の自動抽出

実験」を実施した。 
［研究内容］ 

（１）道路の共通位置参照方式によるデジタル道路地

図データ交換実験 

道路管理者が保有する既存データを「道路の共通位

置参照方式」に基づき表記したデータとして提供し、

民間地図等において再現することで、共通位置参照方

式によるデータ交換の性能を確認した（図 2）。 

 

  

  

道路標識 

停止線 道路基盤地図情報
（緯度･経度（X,Y））
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道路管理者保有情報 自社データ

ネットワーク
等

緯度・経度
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図 2 共通位置参照方式による交換実験イメージ 

1）道路の走りやすさマップデータ等の交換実験 
共通位置参照方式によるデータ交換の性能として、

以下の点について検証した。 
a）路上参照点およびサンプルデータの位置確認 

典型的な幾何形状の道路のうち間違いが発生しや

すいと想定される 14 例について、民間各社の地図に

おける路上参照点とサンプルデータの再現位置を確認

した。その結果、抽象化していない道路の場合は、良

好に位置を再現できた。抽象化された道路の場合は、

一部に路上参照点の再現箇所が違うものが見られた。 
b）緯度経度と位置参照の比較 

自社ネットワークへの活用のため 他機関とのやり取り（道路管理者） 他機関とのやり取り（関連業界等）
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同じコンテンツを経緯度方式・共通位置参照方式で

表記し、再現・比較することで、共通位置参照方式の

相対位置表現の性能を確認した。その結果、交差点と

の相対位置に係る性能を有すること、横断方向の位置

に係る性能を有することが確認できた。 
c）路上参照点との相対距離による影響評価 

同じコンテンツを複数の路上参照点から参照した

（試験的に仕様を逸脱する）データとして表記し、再

現・比較することで、山間部における路上参照点の必

要性を評価した。その結果、路上参照点からの距離に

より影響を受けることが確認できたため、短距離での

位置参照を基本とする必要があることが分かった。 
2）プローブデータの交換実験 

a）プローブ情報の項目（案）の整理 
官及び民間プローブの仕様調査に基づき、プローブ

情報の項目を整理した。具体的には、プローブ仕様を

大きく①用途に応じて集計したデータ（集計データ）

と②プローブ機器で取得した生データ（計測データ）

の 2 とおりに大別し、整理した。 
b）官プローブの「道路の共通位置参照方式」での

管理手法 

位置参照方式のデータに変換した場合のデータ容

量を試算し、試算結果から管理単位を検討した。その

結果、路線単位、国道事務所単位、県単位の何れの管

理単位でもデータ容量の観点から問題ないことを確認

した。また、間引き間隔は、経路が一意に決まること、

道路交通センサスにおける調査単位区間との整合が取

れることを考えた場合、5 秒程度が妥当であることが

分かった。 
（２）公示における道路更新情報の自動抽出実験 

公示における道路更新情報（道路法第十八条の道路

の区域の決定及び供用の開始・廃止、第九条の路線認

定、第四十八条の二第 4 項の自専道の指定、高速自動

車国道法第七条の供用開始・廃止）の自動抽出システ

ムを開発し、道路更新情報の収集実験を行った（図 3）。 

 
図 3 公示情報クローリングシステム 

国・都道府県・政令市がインターネット上に公開し

ている公報ファイル（PDF）を収集し、記載されてい

る公示情報（テキスト）を抽出した。 
今回の実験では、調査期間中に複数の公示情報を

PDF で公開していた 65 自治体を対象とした。その結

果、道路種別・路線名称と区間等を対応づけた公示情

報の抽出率は 89％であった（図 4）。また、抽出に 100％
成功した自治体は 11 団体であった。ただし、抽出成

功したものの中には、情報の欠落なども見られ、正確

に情報を取得できたものは全体の 62%であった。 

 
図 4 情報の抽出率（左）と正確性（右） 

［研究成果及び活用］ 

（１）道路の共通位置参照方式によるデジタル道路地

図データ交換実験 

共通位置参照方式による位置の再現性について、路

上参照点の位置をより明確にするための設定ルールを

設ける等の工夫は必要だが、相対位置表現の性能につ

いては、交差点との相対位置に係る性能を有すること、

横断方向の位置に係る性能を有することが実証できた。

プローブデータの交換については、本方式を採用する

ことで路線との関係が明確になり正確性が向上するた

め、実用に向けた大きな課題はないといえる。 
今後、本格運用に向けた共通位置参照方式の優位性

を広く展開していく必要がある。 
（２）公示における道路更新情報の自動抽出実験 

自動抽出システムの改良を重ねた結果、道路種別・

路線名称と区間等を対応づけた公示情報の抽出率は

90％近くにまで達した。但し、各自治体の公報ファイ

ルは様式が異なり、ファイル形式も様 （々PDF，HTML，
動的生成等）であることから、テキストデータの抽出・

解析による本手法では限界がある。 
今後は、公報の記載方法に起因する抽出率低下への

対応方法として、抽出率 100％の自治体の公報ファイ

ル様式をもとにした公報の定型様式を提案するととも

に、それを広く自治体に採用してもらうための普及活

用を行うなど、運用面からの解決方法を検討していく

必要がある。 
また、道路更新情報の収集については、公示情報の

みならず、他の手法による早期タイミングでの収集可

能性についても、引き続き検討していくことが必要で

ある。 
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道路基盤地図情報の品質確保・電子納品効率化に関する技術検討 
Examinations for quality control of the road GIS data and efficient electronic delivery 

（研究期間 平成 18～21 年度） 
 
高度情報化研究センター 室長 遠藤 和重 
Research Center for Advanced Information Technology Head Kazushige ENDO 
情報基盤研究室 研究官 布施 孝志 
Information Technology Division Researcher Takashi FUSE 
 研究員 湯浅 直美 
 Research Engineer Naomi YUASA 
 部外研究員 落合 修 
 Guest Researcher Osamu OCHIAI 

 
We push forward development of the road GIS data which expressed information of road structure 

accurately. This paper outlines the improvement of check program and converter for development of 
the road GIS data, the examination of method to join and register coordinates the drawing separated 
by construction section, and the transformation of original GIS data into road GIS data. 
 
［研究目的及び経緯］ 

道路行政の効率化・高度化を目指し、道路関連業務

の IT 化が進む中、工事や災害等による道路構造の変化

に関する情報を迅速に集約・把握する必要性が高まっ

ている。また、道路管理関連の各種システムの利用が

普及しつつあり、そのベースマップとなる道路地図デ

ータの効率的かつ迅速な更新が課題となっている。 
そこで、国土技術政策総合研究所では、道路構造に

関する情報を精度良く表現したデータである、道路基

盤地図情報の整備を進めている。道路基盤地図情報は、

道路工事等の際に作成される道路工事完成図（CAD デ

ータ）から、自動変換コンバータにより作成される

GIS データである（図 1）。 

工事完成図面
（CADデータ）

工事完成図面
（CADデータ）

道路基盤地図情報
（GISデータ）

道路基盤地図情報
（GISデータ）

自動変換
更新情報
に活用

道路工事完成図
（ＣＡＤデータ）

 
図 1 道路基盤地図情報のイメージ 

この道路基盤地図情報が、道路管理をはじめとする

様々な業務における共通基盤となることにより、道路

関連情報の統合管理・共有化が容易になり、またベー

スマップ更新の効率化を図ることができ、業務の省力

化・高度化に寄与することが期待される。 
これまでに、道路基盤地図情報の整備へ向け、「道

路工事完成図等作成要領」を公開し、運用を進めてい

る。これは、道路工事によって生じる道路形状の変化

を確実に取得するという観点から、道路工事完成図等

の作成方法と電子納品方法を規定したものである。ま

た、道路工事完成図等が正確に作成されているかチェ

ックを行うプログラム（以下、チェックプログラムと

呼ぶ）を作成し、公開している。 
本課題では、道路基盤地図情報の効率的かつ高品質

な整備および維持更新を実現するため、チェックプロ

グラムおよび自動変換コンバータの改修、工事単位の

図面を接合・標定する手法に関する検討、独自整備の

GIS データの道路基盤地図情報への変換を行った。 
［研究内容］ 

（１）工事以外で作成した図面への対応 

従来、公開されていたチェックプログラムは、道路

工事において作成された図面のみに対応していた。し

かし、測量、設計、維持管理等の業務においても、図

面の作成が発生するケースがある。 

道路基盤地図情報を効率的に整備・更新していくに

は、このような、工事以外で作成した図面についても、

道路基盤地図情報への変換を行い、整備・更新に活用

できる必要がある。 

そのため、チェックプログラムおよび自動変換コン

バータの改修を行い、工事以外で作成した図面にも対

応できるシステムとした。 

（２）工事単位の図面の接合・評定手法に関する検討 
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道路基盤地図情報の元となる道路工事完成図は、大

抵の場合、工事区間で区切られた図面として作成され

る。これらをそのまま道路基盤地図情報に変換すると、

工事区間単位で区切られた非連続的なデータが出来る

ことになる。 

しかし、道路基盤地図情報は、連続した空間である

道路の管理業務等において利用され、また ITS 分野で

の利活用も期待されていることから、ネットワークと

して連続したデータである必要がある。 

そこで、工事区間単位の図面を接合・標定する手法

について検討を行った。 

具体的な接合・標定手法については、以下の 2通り

の方法を検討した。なお、標定においては、道路基準

点という、現地において正確な座標が測量されている

点の利用を想定した。 

1 つ目は、接合する個々の図面において道路基準点

が 2 点に満たない場合の方法で、隣り合う図面同士を、

マッチライン上の点を利用し相対的に位置合わせした

後に、接合区間全体で標定する（図 2）。 

区間1 区間2 区間3 区間4

１．接合
マッチライン上の
点を利用した図
面ごとの相対的
な位置合わせ

２．標定
接合区間全体で
標定

※ は道路基準点  

図 2 接合・標定方法のイメージ（その１） 

2 つ目は、接合する図面の中に道路基準点が 2 点以

上ある図面が存在する場合の方法で、この図面を基準

として標定・接合する。具体的には、まず道路基準点

が 2 点以上の図面（図 3 の区間 1）を、その道路基準

点で標定し、これを基準とする。次に、その他の図面

を、道路基準点が１点以上となるまで接合（図３の区

間 2･3）した上で、この道路基準点と、道路基準点が 2

点以上ある図面とのマッチライン上の点を用いて標定

する。 

区間1
区間2 区間3

※ は道路基準点 はマッチライン上の点

１．接合
区間2･3をマッチラ
インで接合

※図面ごとの相対
的な標定

２．標定
区間3にある道路
基準点と区間1の
マッチライン上の
点を利用し、区間
2･3を接合後の区
間全体で標定

３．接合
区間1･2をマッチラ

インで接合（図形
編集のみ）

 

図 3 接合・標定方法のイメージ（その２） 

また、精度検証用のデータ（現地において測量を行

い、精度の高い座標情報を持っている）を用いて実際

に接合・標定を行い、その精度を検証した。 

結果、以下の課題が抽出された。 

①道路基準点間では 1/1000 レベル相当の位置精度の

データとなる可能性が確認された。 

②道路基準点間より外側の区間では、拡大・縮小、回

転による影響で、精度低下が大きい傾向がある。接合・

標定後のデータは、道路基準点間の部分のみ採用する

ことが望ましいと考えられる。 

③標定の精度向上には位置補正に用いる既知点の間隔

の短縮が必要と考えられる。 

（３）独自整備の GIS データの変換 

 道路基盤地図情報の網羅性向上のため、各地方整備

局等で独自に整備を行っている GIS データを、道路基

盤地図情報の形式へ変換した。独自整備の GIS データ

には、道路工事完成図では取り扱わないデータ項目が

存在する。対応として、道路工事完成図で取り扱う項

目に変換できる項目のみを抽出して変換したデータと、

それ以外の項目についても残したデータの 2種類を作

成し、用途に応じて活用することとした。 

［研究成果および活用］ 

道路工事完成図等チェックプログラムおよび自動変

換コンバータの改修により、工事以外で作成された図

面の道路基盤地図情報への活用が可能となった。また、

工事区間単位の図面を接合・標定する手法の検討を行

い、課題を抽出した。加えて、独自整備の GIS データ

の変換により、道路基盤地図情報の網羅性が向上した。 
今後は、本業務成果を活用し、道路基盤地図情報の

効率的かつ高品質な整備・更新を継続的に行う。 
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道路平面図等管理システムの利便性向上 
Improvement in the management system of completion drawings of roads 

（研究期間 平成 18～21 年度） 
 
高度情報化研究センター 室長 遠藤 和重 
Research Center for Advanced Information Technology Head Kazushige ENDO 
情報基盤研究室 研究官 布施 孝志 
Information Technology Division Researcher Takashi FUSE 
 研究員 湯浅 直美 
 Research Engineer Naomi YUASA 
 部外研究員 落合 修 
 Guest Researcher Osamu OCHIAI 

 
We push forward development of the road GIS data which expressed information of road structure 

accurately. This paper outlines examinations and developments for function improvement in the 
completion drawing management system and related systems. 
 
［研究目的及び経緯］ 

道路行政の効率化・高度化が求められている中、道

路施設管理やパトロール等の業務における管理用シス

テムの導入など、業務の IT 化が進展している。IT 技

術による道路関連業務の効率化・高度化を効果的に行

うには、迅速かつ効率的な更新が可能であり、かつ各

種業務の共通基盤となる道路地図データが必要となる。 
そこで、国土技術政策総合研究所では、道路構造情

報を精度良く表現したデータである、道路基盤地図情

報の整備を進めている。これは、道路工事等の際に作

成される道路工事完成図（CAD データ）から、自動変

換コンバータにより作成される GIS データである。 
道路基盤地図情報の効率的な整備および継続的な

維持更新には、道路工事完成図からの道路基盤地図情

報の生成、蓄積等を行うシステムが必要となるため、

「道路平面図等管理システム（図 1）」を構築した。 

各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局等
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図 1 道路平面図等管理システム 

本課題では、道路基盤地図情報の維持更新の利便性

向上のため、道路平面図等管理システムおよび関連シ

ステムの機能改良に関する検討・開発等を行った。 
［研究内容］ 

（１）更新機能追加の検討 

道路工事等により道路構造に変更があった際、既存

データから該当箇所を切出し、変更反映の編集を行い、

再び道路平面図等管理システムに登録するという一連

の更新作業をスムーズに行える必要がある。 

別途検討している更新手法を、システムに更新機能

として追加するため、システム改良検討を行った。 

システム改良方法として以下の 2案が考案された。 

①第 1案:機能統合方式 

更新に必要な機能を全て道路平面図等管理システム

に統合し、システム改良を行う方式（図 2）。 
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図 2 機能統合方式のイメージ 
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②第 2案:機能分離方式 

更新機能は、更新用サブシステムとして構築し、道

路平面図等管理システムの方は、更新用サブシステム

との連携に必要な機能のみ改良を行う方式（図 3）。 
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図 3 機能統合方式のイメージ 

これら 2案について、各機能の実現について課題を

検討した結果、表 1のようになった。 

表 1 各機能の実現における課題 
懸念事項 

機能 概要 
機能統合方式 機能分離方式 

切 出 範

囲指定 
データを取得す

る範囲を指定 
（懸念事項なし） 

 
（懸念事項なし） 

デ ー タ

切出し 
指定範囲のデー

タを抽出 
デ ー タ

接合 
複数の GIS デー

タ同士を接合 

機能改良の度に

プログラム等の

更新作業等が発

生 

（懸念事項なし） 
道路平面図等管理

システムの運用に

は影響無し 
接 合 済

み デ ー

タ登録 
 

第 1 案の場合、接

合済みの GIS デ

ータを蓄積、管理 

道路平面図等管

理システム全体

に与える影響大 

（懸念事項なし） 
道路平面図等管理

システムでは図面

単位のデータ管理 

 また、以下の課題についても比較を行った。 

表 2 その他の課題 

懸念事項 
課 題 

機能統合方式 機能分離方式 
更新に関する全て

の機能を組み込む

場合の負荷増大に

ついて 

道路平面図等管理シス

テムサーバの負荷増、従

来機能への影響懸念 

（懸念事項なし） 
道路平面図等管理シ

ステムサーバに直接

の負荷はかからない 
ハードウェアの運

用負荷について 
ハードウェア数変化無

し、運用負荷は大差無し 
ハードウェア数増加、

運用負荷が増大 
障害発生時の原因

の切分けについて 
道路平面図等管理シス

テムが肥大化し障害時

の原因切分けが困難に 

サブシステム化によ

り、障害時の原因切分

けは容易 

以上より、「第 1案：機能統合方式」は懸念事項が多

く、機能の具体的な検討も困難である。一方、「第 2

案：機能分離方式」は、前者と比べ懸念される事項も

少ないという結果になった。 

（２）道路基準点案内システムの改良 

 道路基準点案内システムの背景地図は、従来は行政

地図配信サーバから提供された数値地図であった。ま

た、システム内の地図画像格納フォルダから取得した

背景地図と、道路基準点データベースから取得した道

路基準点の位置を、サーバ側で合成してから利用者の

PC に表示する仕様のため、処理に時間がかかっていた。 

 そこで、背景地図を電子国土に変更し、また、電子

国土サーバから取得した背景地図と、道路基準点デー

タベースから取得した道路基準点の位置を、利用者の

PC の Web ブラウザ上で合成する仕様へと改良した。こ

れにより、システムの操作性が向上した。 

（３）電子納品保管・管理システムとの連携 
 各地方整備局等には、工事等で電子納品されたデー

タを保管・管理する、電子納品保管・管理システムが

ある。電子納品された道路工事完成図は、道路基盤地

図情報を生成・蓄積するために道路平面図等管理シス

テムへ登録する必要がある一方、工事の成果品として

電子納品保管・管理システムへ別途登録する必要もあ

るため、手動登録の手間が二度かかっていた。 

そこで、業務効率化およびデータ鮮度確保のため、

電子納品保管・管理システムへ登録されたデータをシ

ステム間連携により道路平面図等管理システムへ自動

的に登録する機能を開発した（図 4）。 
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図 4 システム連携の前後の比較 
 これにより、手動登録の手間を削減でき、登録漏れ

の防止や道路基盤地図情報のデータ鮮度向上を図るこ

とができる。現在は、各地方整備局への導入を順次進

めているところである。 

［研究成果および活用］ 

道路基盤地図情報の維持・更新のためのシステムで

ある、道路平面図等管理システムについて、更新機能

追加のための検討を行った。また、関連システムであ

る道路基準点案内システムの改良および、電子納品保

管・管理システムと道路平面図等管理システムの連携

のための機能の開発を行った。 
今後は、道路平面図等管理システムへの部分更新機

能の実装などにより、同システムの利便性向上を図り、

道路基盤地図情報の効率的な維持更新を実現し、道路

事業における GIS を用いた業務の高度化を目指す。 
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国際標準に対応した道路構造情報の高度利用に関する検討 
Research on Application of Road structural information corresponding to international average 

（研究期間 平成 16～21 年度） 
 
高度情報化研究センター 室長 遠藤 和重 
Research Center for Advanced Information Technology Head Kazushige ENDO 
情報基盤研究室 主任研究官 有村 真二 
Information Technology Division Senior Researcher Shinji ARIMURA 
 研究官 布施 孝志 
 Researcher Takashi FUSE 
 研究員 湯浅 直美 
 Research Engineer Naomi YUASA 
 部外研究員 落合 修 
 Guest Researcher Osamu OCHIAI 

 
For application of road structural information, the content of service that uses the digital road map is 

examined, the trend of the information distribution that uses the road positional reference method is 
arranged and an international trend concerning the digital road map is arranged. 
 
［研究目的及び経緯］ 

国土技術政策総合研究所は、道路構造に関する情報

を精度良く表現できる道路基盤地図情報の整備や道路

の位置参照方式の導入により、デジタル道路地図の充

実を図り、そのデジタル道路地図を用いた新たな道路

サービスについての実現化方策を検討している。 

 本研究は、デジタル道路地図を用いたサービス内容

に関する検討、道路の共通位置参照方式を用いた情報

流通の関連動向の整理、デジタル道路地図に関する国

際的な動向の整理を行うものである。 

［研究内容］ 

（１）デジタル道路地図を用いたサービス内容に関す

る検討 

「次世代デジタル道路地図に関する勉強会」におけ

るサービス内容の検討成果を取りまとめた「道路基盤

地図情報の利活用に関する調査検討業務」(平成 20 年
度)の成果を基に、他の関連施策動向との整合性を図り

ながら、官民連携サービスを実現するため、デジタル

道路地図を用いたサービス内容に関する検討を行った。 
既に公開されているデジタル道路地図に係る施策内

容（例えば、エネルギーITS 推進事業、社会還元加速

プロジェクト、スマートウェイ推進会議提言等）を調

査、整理し、デジタル道路地図に関連した各施策につ

いて、目標が類似しているものについてはカテゴライ

ズした上で、道路基盤地図情報の活用可能性を検討し、

道路基盤地図情報等を活用したサービス内容および利

用する情報項目を整理した（表 1）。 

表 1 道路基盤地図情報を活用した環境・安全施策に

関連する次世代サービス項目 
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電気自動車・プラグインハイブリッド自動車におけ

るデジタル道路地図の活用に関するイメージを図 1に

示す。 

（２）道路の共通位置参照方式を用いた情報流通の関

連動向の整理 

平成 20 年度に国土技術政策総合研究所が改訂した

「道路の共通位置参照方式における基本的考え方

（案）」に従って、道路の共通位置参照方式を用いてデ

ジタル道路地図上のコンテンツを流通させるために、

道路基盤地図情報の正確な位置情報を提供する方法を

検討した。 

現在の道路の共通位置参照方式で用いるオーソリテ

ィテーブルはデジタル道路地図（DRM）データベースを

もとに情報が作成されているものの、道路基盤地図情

報では既に情報項目として道路中心線の情報が整備さ

れており、将来的にはこれらの情報をもとにオーソリ

ティテーブルを作成する（図 2）ことにより位置精度

の向上が期待でき、道路基盤地図情報で表現される地

物を各社の自社地図上で正確に表現する方法となると

考えられる。 

道路基盤地図情報

道路基盤地図情報で生成したオーソリティテーブルを用いて表現

オーソリティテーブル（道路基盤地図情報）

生成

道路基盤地図上の地物の表現

道路基盤地図情報

道路基盤地図情報で生成したオーソリティテーブルを用いて表現

オーソリティテーブル（道路基盤地図情報）

生成

道路基盤地図上の地物の表現

 

図 2 道路基盤地図情報からのオーソリティテーブル

作成イメージ 

（３）デジタル道路地図に関する国際的な動向の整理 

デ ジ タ ル 道 路 地 図 に 関 す る 国 際 標 準 で あ る

ISO/TC204/WG3 に参画するため、国際動向の資料収

集・整理を行った。 
特に道路の共通位置参照方式と関連の深い、位置参

照 方 式 に 関 す る 国 際 標 準 化 ア イ テ ム

（ISO/TC204/WG3 における位置参照方式、および

TC211/WG10 における線形参照）の資料を収集し、

道路の共通位置参照方式との関連性について整理した。 
道路の共通位置参照方式と位置参照方式（IS17572）

との整合に関しては、整合は確保済みであり問題は無

いと考えられる。今後は、IS17572 改訂のタイミング

に合わせ、必要に応じ道路の共通位置参照方式を

Pre-coded 方式の一実装例として標準本編に追記する

ことを検討していくことが考えられる。 

一方、道路の共通位置参照方式と線形参照方式

（DIS19148）との整合に関しては、現状では整合は取

れているので問題はないが、今後不整合が生じる可能

性がないか、引き続き動向を注視していく必要がある

（表 2）。 
表 2 線形参照方式と道路の位置参照方式の比較 

 

［研究成果及び活用］ 
（１）デジタル道路地図を用いたサービス内容に関す

る検討 

 各サービスの実現に必要とされる道路基盤地図情報

等が保有する情報項目の一部である道路部位が明確化

されたところであり、今後、実サービス展開へ結びつ

けることを目指し、効果を精緻に算出するために、道

路基盤地図情報を利用したドライビングシミュレータ

ーによる「単位あたりの効果（ミクロ）」の評価手法や、

実機を利用した実験的手法による「社会全体での効果

（マクロ）」の評価手法等の活用が考えられる。 
（２）道路の共通位置参照方式を用いた情報流通の関

連動向の検討 

道路基盤地図情報はｵｰｿﾘﾃｨﾃｰﾌﾞﾙ位置精度向上への

貢献可能性を有するが、精度向上方法及び路上参照点

貼り付けルールの具体化が今後必要である。 
（３）デジタル道路地図に関する国際的な動向の整理 

CD19148（線形参照方式）との整合性については問

題ないことが確認できたところであるが、引き続き関

連動向の継続的な把握が必要である。 

ﾃﾞｰﾀ

ﾓﾃﾞﾙ

絶対距離

（実測kpなど）

相対距離 ○

比率 －

始点からの距離 6.2節 ○

（上記に加え）
終点からの距離

6.3節 ○

水平方向 ○

垂直方向 －

ベクトル 6.5節 ×

オ フ セ ッ
ト リ フ ァ
レント

オ フ セ ッ ト リ
ファレント（縁
石など）からの
距離

6.4節 － オフセットリファレントを
用いて位置特定する方法は
未定義

④ イ ベ ン
トの表現

点 ○

（ 6.1.1.5
節）

線 （ 起 点 ・ 終
点）

○

瞬間 －

期間 －

⑤ セ グ メ
ント方法

（ 6.1.1.6
節）

－ ○ 左記による線の表現も提案

－ ○ ｲﾍﾞﾝﾄに限らず面地物の表
現方法を提案

そ の 他
（ 未 定
義）

a)始点＋延長による線の表

現方法

b)面の表現

③距離の
表現

（6.1.1.4
節）

時間表現 6.6節 時間表現は未定義

区切り位置を定義すること
により区分

6.7節 ○ 各セグメントの始点・終点
を定義する方法を提案

オ フ セ ッ
ト種類

6.4節 「水平方向」のみを定義

イ ベ ン ト
の種類

6.6節 「点」および「線」の表現
方法を提案

表現方法 6.2節 － 路線上の既知の点（路上参
照点）からの距離により参
照を行うため、「相対距
離」に該当

測り方 「路線」両端からの距離を
用いる方法も提案

「路線」はDIS19148におけ

る「一次元的に計測可能な
線分」に該当

②参照方法（位置の特定方法）

（6.1.1.3節）

－ ○ 線形要素上の位置表現およ
び線形要素上でない地点の
表現方法を定義済み

線形参照方式（DIS19148）の記述内容 道路の共通位置参照方式の記述内容

記述状況

①線形要素（位置を特定する対象）

（6.1.1.2節）

－ ○
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施工分野における３次元座標データの利活用方法に関する調査 
Study on the method of using three dimensions measurement value data at the construction field 

（研究期間 平成 20～22 年度） 
 
高度情報化研究センター  情報基盤研究室             室長               遠藤 和重 
Reserch Center for Advanced Information Technology    Head           Kazushige ENDO 
Information Technology Division                       主任研究官         梶田 洋規 

Senior Researcher   Hiroki KAJITA 
研究官             渡邉 賢一 
Researcher         Kenichi WATANABE 

 
We proposed As-built management using RTK-GNSS with 3D design data composed of outline 
frames of a structure and support software. And this study examined using “Total-station with 
as-built management data and support software” about "a main body of dam", and using at phase of 
plan, design, maintenance, and management works in construction fields.  
 
［研究目的及び経緯］ 

現在、国土交通省で積極的に取り組んでいる情報化

施工の１つに、出来形計測に際し、従来のレベル・巻

き尺に代えて、トータルステーション(ＴＳ)に接続さ

れた PC 端末に工事目的物（例：盛土）の３次元設計デ

ータ（施工管理データ）を入力することで、出来形管

理が効率的に行える「施工管理データを搭載したＴＳ

による出来形管理」（出来形管理用ＴＳ）がある。 

しかし、現場からは導入効果を評価する意見と共に、

ＴＳ以外の３次元測量機器の利用要望や３次元測量機

器が小規模工事の土工の出来形管理のみに用いるには

高価であるとの意見があがっている。 

そこで、本研究では、衛星測位技術（米国の GPS 等）

を用いた３次元測量機器による出来形管理手法の検討

を行うと共に、出来形管理用ＴＳの工種拡大や他場面

での有効活用について検討した。 

［研究内容］ 

(１)RTK-GNSS の導入検討 

 現在、要領を策定し直轄工事の出来形管理に用いて

いる出来形管理用ＴＳは、機器の性能上、精度確保の

ために計測距離は３級ＴＳで 100ｍ以内（２級ＴＳで

150ｍ以内）の制限があり、それを超える場合には、新

たな基準点を設置する必要がある。 

 そこで、衛星測位技術（米国の GPS 等）を用い、よ

り広範囲の計測が行える「リアルタイムキネマティッ

ク法（Real Time Kinematic）による GNSS 測量器（Global 

Navigation Satellite System）」（以下、RTK-GNSS と

いう）の導入を検討した。 

 カーナビゲーションシステムの GPS では、出来形管

理に必要な精度は無いが、RTK-GNSS は２台のアンテナ

局を用い精度向上を図っている（図１）。なお、RTK-GNSS

は、情報化施工において油圧ショベルなど建設機械の

位置検出にも利用されており、同一現場で利用すれば、

基地局１つを共有することが可能である。 

 

図１ RTK-GNSS による計測 

 

実験を行った結果、取得データの誤差は、１回の計

測では大きな場合があるが、10 回平均値だと水平２

cm・垂直３cm 以内に安定し、土工の出来形計測に利用

可能な精度を確保できた。また、より多くのデータで

平均しても、同程度であった。一方、１データ取得に

１秒かかるためデータ数が作業効率に影響するが、複

数の実工事で意見収集した結果、10 回平均なら問題無

いとの結果を得た。 

ＴＳは距離に比例して精度が低下するが、RTK-GNSS
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は衛星測位のため距離による精度影響は少なく、100

ｍと 1,000ｍで同程度のバラツキであった。しかし、

基地局から移動局への補正データ伝送に免許不要の特

定小電力無線を利用しているため、1,000ｍでは受信が

安定せず、500～700ｍ程度が実用的な使用範囲と確認

できた（図２）。 

基地局～移動局の距離による計測誤差（■100ｍ地点、■1,000ｍ地点）

水
平
方
向

の
誤
差
(c
m
)

５

４

３

２

１

０

-１

-２

-３

-４

-５

計測時間(h)

緑無し＝無線の通信不良

図２ 距離による精度への影響 
 

 (２)出来形管理用ＴＳの適用拡大 

出来形管理用ＴＳの適用拡大として、工種拡大と共

に、３次元座標値を電子データで扱うことから、３次

元データの流通を伴う活用場面拡大による効果が期待

できることから、出来形管理以外の施工プロセスにお

ける活用方法を検討した。 

１）工種の拡大 

 土工と同様に中心線形と横断形状で形状を表現でき

るダム（フィルダム、コンクリートダム本体）につい

て、出来形管理手法の検討を行った。 

 

図３ フィルダムの３次元モデル 

 

２）利活用場面の拡大 

計画～設計～施工～維持管理の各段階で、出来形管

理用ＴＳを利用するために必要な情報項目や取得でき

る情報に着目し、データ流通性を促進する業務プロセ

ス分析を実施した。出来形管理用ＴＳに必要な機能を

追加して開発する内容について、資料（ユースケース

図、アクティビティ図など）を作成した。 

特に出来形管理用ＴＳを有効に活用できる項目とし

て、図４における出来形計測後の数量算出（土量算出）

方法について実証することができた。土量算出は、出

来形管理用ＴＳにて取得されるデータを利用すること

で、効率的な数量根拠の整理が可能となり、契約変更

作業などの迅速化や労力低減になることが期待できる。 

また、施工者は発注図書と現場条件が異なり数量差

異が大きければ変更協議を行えることから、起工測量

にも利用すれば発注数量の確認を容易に行える。 

 

図４ 業務プロセス間のデータ流通 
 

［研究成果］ 

 新たな技術を用いた施工管理手法を構築し「施工管

理データを搭載した RTK-GNSS による出来形管理要領

(案)」や「施工管理データを搭載したＴＳによる出来

形管理要領(案)【ダム編】」等を作成した。また、土量

数量算出への活用の可能性を示した。 

 

 

［成果の発表］ 

下記の他に、学会や雑誌等で、順次、発表する予定

である。 

1) 梶田洋規,渡邉賢一,遠藤和重：施工管理データを

搭載したトータルステーションによる出来形管

理手法の適用拡大について,第 27 回建設マネジ

メント問題に関する研究発表・討論会 講演

集,p.33-36,2009.12 

［成果の活用］ 

 本研究成果を受け、平成 22 年度に要領等が国土交通

省より策定・公表される予定である。それを受け、対

応した製品開発・販売が民間企業により行われ、施工

業者が効率的な出来形管理等を行うツールとして利用

可能となる。 
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社会資本整備・管理の効率化・高度化に関する調査 
Study on efficient development and management of social Infrastructure  

（研究期間 平成 21 年度） 
高度情報化研究センター             情報研究官      濱田 俊一 

Research Coordinator for Advanced Information Technology Syunichi Hamada 
高度情報化研究センター情報基盤研究室 室長 遠藤 和重 

Research Center Head Kazushige Endou 
for Advanced Information Technology 主任研究官 小原 弘志 
Information Technology Division Senior Researcher  Hiroshi Obara 

研究官 橋本 裕也 
Researcher Yuya Hashimoto 

      部外研究員      落合 修 
      Guest Researcher     Osamu Ochiai 
 

The mechanism which is available to compiled massive information easily and correctly is needed 
to utilize the information for infrastructure management. And we built up “specification standard to 
coordinate information geospatially”. In addition, we constructed “the Platform System for 
infrastructures management by Geospatial Information”. Therefore we confirmed that various types of 
information. 
 

［研究目的及び経緯］ 

我が国の社会資本は、高度経済成長期に完成したも

のが多いため、今後これらが一斉に老朽化し、維持管

理・更新の時期を迎えようとしている。効率的な維持

管理のためには、計画段階から完成、供用といった何

十年にも渡るライフサイクルの中で蓄積される情報の

活用が必須である。これらの情報は電子納品に限らず、

紙媒体の報告書などであっても、スキャニングしてＰ

ＤＦ化されており、製作過程でＰＣが使われるなど、

電子化された情報として数多く存在する。電子化され

た情報は、紙媒体に比べて、検索が容易であり、ネッ

トワークを介して遠隔地での利用も可能であるが、利

用にあたっては情報の有無、情報の所在などに関する

知識が必要であるとともに、個人の情報リテラシーの

向上が不可欠となる。このため、社会資本管理におけ

る情報の活用においては、蓄積される大量の情報を容

易かつ確実に利用できる仕組みを確立することが課題

である。 

社会資本管理に有用な情報には、長期間変化しない

完成図書から日々の変化を記録する点検報告書など性

質や用途の異なる様々なものがある。本研究では、そ

れらを統一的に扱い、可視化を行う方法の確立に取り

組むとともに、情報のメタデータを統一的に扱う「空

間情報連携仕様」を作成し、これを利用して情報の連

携・集約するための仕組みとして「空間情報連携共通

プラットフォーム（以下、ＰＦという。）」の開発を進

めている。 

さらに、各整備主体がそれぞれの業務目的のために

社会資本関連のデータを整備･維持更新を実施してお

り、各整備主体間でのデータの相互活用は積極的に行

われていないという課題も有している。そこで、ＰＦ

を利用して蓄積したデータを相互活用することにより

社会資本整備･管理の効率化･高度化の検討が進められ

ている。 

 

 図１ PF 利用イメージ 
［研究内容］ 

このＰＦが社会資本管理において効果を発揮するた
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めには、実際の管理業務の現場においてＰＦを利用す

る国土交通省地方整備局事務所職員の視点にもとづき、

実務利用に向けた課題解決を行う事が不可欠である。

このため地方整備局の河川・国道事務所でデータの蓄

積から管理という一連の業務プロセスの中でＰＦの運

用を試行する実証実験を行い、運用上の制度的課題や

機能的な課題と改良項目を抽出し、ＰＦの機能改良を

行うこととした。河川管理を対象として仙台河川国道

事務所名取川出張所で実証実験を、道路管理を対象と

して、名古屋国道事務所で意見交換会を実施した。 

名取川出張所で実施した実証実験においては、事前

にＰＦの操作説明を行ったが、実験の詳細については、

参加者へは知らせず、不法投棄の発見から処理までの

一連の業務フローの中で、ＰＦをどのように活用でき

るかを検証した。課題の抽出方法としては、操作性な

どを検証することを目的として３台（観点①ＰＣ画面

への視線、表情等の把握、②画面表示のレスポンス、

マウスポインタの動き等の把握、③実験全体の状況の

把握）のビデオカメラを設置し、併せてＰＦへのアク

セスログの収集を実施した。また、実験後日にビデオ

撮影、実証実験で撮影した参加者のビデオ映像やアク

セスログ解析を基に、参加者が操作に戸惑っていない

かを調査し、その操作に戸惑っている部分についてビ

デオ映像を交えて、なぜ操作に戸惑っていたのかを重

点的に聞き取るヒアリング調査を実施した。 

ＰＦの実証実験や意見交換会において、参加者より

様々な意見・要望等を把握し、それらに関する対応案

を表１に示す。対応案の中で、システムで対応でき、

かつ効果が大きいものに優先度を付け、機能改良を行

った。 
機能改良の一例としては、発見した不法投棄物が未

処置、処置中、または処置済なのか区別が欲しいとい

う要望に対して、空間情報連携仕様に状態（ステータ

ス）の定義を追記し、ＰＦでは状態に応じてアイコン

表現（色）を変更できる機能を実装した。 

［研究成果］ 

ＰＦを活用することによって、既存システム、セン

サデータ、Ｗｅｂ、一般のドキュメント（完成図書や

点検報告書など）を統一的に、電子地図と電子掲示板

上に表示させ、情報の有無やその所在が容易に把握で

きるようになり、在籍する場所の異なる複数の管理者

（例えば、事務所と出張所）同士での情報共有が容易

に行えることを実証した。その結果、種類の異なる情

報を効率的に集約する方法として、ＰＦを活用するこ

とが有効であることが確認された。 

［成果の活用］ 

本システムは、国土交通省技術調査課において、全

国の職員を対象として防災 LAN 上で本格運用される予

定である。 

本研究の成果としての空間情報連携共通プラットフ

ォームは、そのデモサイトをインターネット上に公開

している。 
http://www.spat.nilim.go.jp/portal/ 

 

表１ ＰＦの課題と対応案 
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道路管理における地図の高度利用に関する検討 
Research on Application of Large-Scale Maps to Road Management 

（研究期間 平成 21～22 年度） 
 
高度情報化研究センター 室長 遠藤 和重 
Research Center for Advanced Information Technology Head Kazushige ENDO 
情報基盤研究室 主任研究官 有村 真二 
Information Technology Division Senior Researcher Shinji ARIMURA 
 研究官 布施 孝志 
 Researcher Takashi FUSE 
 研究員 湯浅 直美 
 Research Engineer Naomi YUASA 
 部外研究員 落合 修 
 Guest Researcher Osamu OCHIAI 

 
For application of large-scale maps to road management, issues are classified based on 

questionnaire and hearing to the road administrators. According to the classification, some road 
management works are extracted for detailed analysis. By analyzing the road management works, 
current situation (as-is) of the road management works are presented, and then future vision (to-be) 
and development against the vision are proposed.  
 
［研究目的及び経緯］ 

道路管理において、道路工事、占用工事、自然災害

等による道路構造の変化に関する情報を、迅速に集

約・把握する必要性が高まっている。これらに対して、

道路に関する位置情報などの空間データを用いた各種

管理システムの利用が徐々に普及しつつある。 
道路行政で用いる空間データのうち、各種サービス

を実現する上で必要となる共用性の高い道路基盤デー

タ（以下、道路基盤地図情報と呼ぶ）の整備を進めて

いる。これにより、道路の現況情報が電子化され、維

持管理段階を始めとする各種業務の高度化・省力化に

寄与することが期待される。 
本課題では、道路管理業務における道路基盤地図情

報の利用方策を検討した。 
［研究内容］ 

道路管理業務における道路基盤地図情報の利用方策

を策定するためには、道路管理業務全般の課題に対し

て、業務プロセスの改善を含めた本来あるべき将来像

を見据えた上で、利用場面を整理する必要がある。そ

のため、全国 19 国道事務所へのアンケート・ヒアリ

ング調査結果に基づき、道路管理業務全般に係る課題

の分類整理を行い、共通的な課題の抽出を行った。 
整理の結果得られた、共通的な課題の分類項目は、

表 1 の通りである。 
 

表 1 共通課題の分類項目 
分 類 課 題 

最新の情報が分からない 時間 
適切な時期に実施されていない 
組織単位で管理されており取得が困難所有者 
個人で管理されており取得が困難 
人によって内容にばらつきがある 
内容に不備がある 

内容 

活用できる形式ではない 
資料の所在が分からない 
必要な箇所の情報が集められない 
位置が分からない 

場所 

近隣の状況が分からない 
理由 過去の経緯が分からない 

利用の仕方が分からない 
利用しやすい手段がない 

利用方法 

十分に利用されていない 
 
次に、分類・整理した課題の大きさを定量化するた

め、アンケート結果に対して、上記分類項目を課題と

挙げた回答数、および各業務に要する時間の分析を行

った。その結果、代表的な共通課題は、表中の太字で

示したものとなった。 
さらに、業務別に大きな課題をもつ業務を抽出した

ところ、「道路占用物件管理業務」に係る課題が大きい

ことが判明した。本検討では、その他の業務の分析も
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行っているが、紙幅の都合上、「道路占用物件管理業

務」における検討結果の一部のみを示すこととする。 
着目した業務を対象に、利用手順の具体化を検討し

た。各業務の「現状業務プロセス（as-is）」の詳細化

を行った上で、現状の課題解決を図った「業務のある

べき姿（to-be）」を整理した。 
「道路占用物件管理業務」の概略プロセスは、①道

路工事調整会議、②占用申請書の提出、③道路占用の

審査、④占用許可書の発行、⑤占用工事、⑥道路占用

台帳の更新、で構成される。この中の道路占用の審査

を一例として、占用審査の現状（as-is）、将来像（to-be）
をそれぞれ、図 1、2 に示す。占用審査においては、

特に、情報を集めるための作業が繁雑（全ての占用物

件が網羅された図面がない、占用物件の位置関係がわ

からないなど）が課題として挙げられる。この課題に

対して、位置関係が明示された全ての占用物件情報を

提供し、情報収集作業を削減することを将来像とした。 
ただし、この将来像を直ぐに実現することは困難で

あるため、展開方策として、当面は問題認識の高い企

業占用物を対象に、1 回/年程度で図面提出を依頼して

いる台帳更新に代わる措置として導入することを着眼

点とした。それに向けて、申請時に各種占用物件や掘

削規制情報を含む道路基盤地図情報を貸出し、申請・

完成届時の添付図書として提出させることでデータ取

得を実現する方策を提案した。 
その他のプロセスにおいても現状、将来像、展開方

策を検討し、これらに基づき、「道路占用物件管理業

務」に対する道路基盤地図情報適用の考え方をまとめ

た。その基本的な考え方は、申請者に各種占用物件や

掘削規制情報を含む道路基盤地図情報を貸出し、申

請・完成届時の添付図書として提出させることで、申

請手続の効率化、占用台帳の品質向上、データ更新コ

ストの縮減を達成することとした。 
［研究成果］ 

本研究では、アンケート・ヒアリング調査に基づき、

道路管理業務全般における共通の課題を分類・整理を

行い、特に課題として挙げられている業務の現状と将

来像、およびその展開方策をまとめた。本成果に基づ

き、今後は、現場での適用可能性の検証が必要となる。 
［成果の活用］ 

本研究でまとめた各種業務の現状、将来像、および

展開方策は、道路管理業務における道路基盤地図情報

の検討会の基礎資料として、活用される予定となって

いる。 
 

 
図 1 道路占用審査の現状 

 

1

 

図 2 道路占用審査の将来像 
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国際標準の動向を踏まえた道路通信標準の XML 化に向けた検討  
Study on Road Communication Standard toward XML based on international standards 

（研究期間 平成21～24年度） 

高度情報化研究センター 情報基盤研究室    室 長 遠藤 和重 
主任研究官 小原 弘志

研 究 官 橋本 裕也 
部外研究員 東耕 吉孝 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省の道路関係情報を各地の情報センター間で交換するために用いられている「道路通信標準」は国総研が策定して

から８年が経過し、これまで細かな改訂は行ってきたが、近年では情報技術や通信環境の進歩により変化してきたニーズに合

致しない部分が目立ってきた。さらに、国際的にもＸＭＬを用いた道路関係機関が行う情報通信規格の策定への要望が議論さ

れる様になり、国際動向に目を向ける必要性も高まっている。これらの背景を踏まえて、ＸＭＬを用いた「次世代の道路通信

標準」策定に向けた検討を進めている。今年度は、次世代の道路通信標準の適用範囲を定義するため、様々な通信規格との関

係性を整理し体系化を行っている。また、現行の道路通信標準で用いられているデータ定義（辞書）をＸＭＬによるデータ交

換方式に対応できるものとするための利用規則や手順、データモデリングを作成した。 

 

IT を活用した動線データの取得と電子的動線データの活用に関する研究 
A Study on acquisition and utilization of person flow data by using IT 

（研究期間 平成20～22年度） 

 高度情報化研究センター      情報研究官 濱田 俊一 
 高度情報化研究センター 情報基盤研究室    室   長 遠藤 和重 
        研 究 官 布施 孝志 
        部外研究員 坂森 計則 
［研究目的及び経緯］ 

 人の移動・滞在状況を把握・俯瞰するための情報、すなわち、各個人の動きを位置座標と時間等により表現する動線データ

が重要となっている。各種統計調査や局所的ではあるが詳細な人の動きに関する調査は、交通施策の作成、災害前後の防災・

避難・救援支援、バリアフリー対策において、これまでにも要請が高く、重要な役割を担ってきた。しかしながら、現実には、

情報取得は人海戦術に頼らざるをえず、そのコストやデータ利用までの時間は大きなものである。近年進展の目覚しいITを利

用することにより、上記調査のコスト縮減や時間短縮への貢献が期待されるところである。そこで、多数・多様な動線データ

について、ITを活用した取得方法と、取得した動線データの活用を検討し、広範囲な用途に資することを目的とする。特に、

バスICデータとプローブデータに着目し、公共交通の現状把握、およびその視覚化の検討を行った。検討結果を、地方整備局、

国道事務所、県、市の交通政策部局に示し、意見交換を行い、バスICデータとプローブデータを融合することの有用性を確認

した。 
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建設CALS/EC検討（CAD関係） 

Research on CALS/EC（CAD） 
（研究期間 平成18年度～） 

 高度情報化研究センター 情報基盤研究室    室  長    遠藤 和重 

主任研究官    青山 憲明 

部外研究員    坂森 計則 

部外研究員    東耕 吉孝 

［研究目的及び経緯］ 

 建設生産性の向上を図る取り組みのひとつとして、CALS/EC アクションプログラム 2008 の目標－③において「調査・計画・

設計・施工・管理を通じて利用可能な電子データの利活用」が掲げられている。そこで、施工や維持管理における３次元データ

を利用したシステムの導入をめざして、本研究では、固有のシステムに依存しない 3 次元データに関わる交換標準を策定し、電

子納品として事業フェーズで流通する仕組みを構築することを目的として実施する。 
平成 21 年度は、過年度検討した道路中心線と組み合わせて３次元形状を表現する道路横断形状データ交換標準、舗装

プロダクトモデル、3 次元河川堤防モデルの技術的適用可能性検討を実施した。２次元図面として納品された実データを

もとに、データの過不足、３次元形状の再現性を検証し、その結果に基づいて、データ交換標準素案の変更、修正、電子

納品のための運用ルールの策定を行った。さらに、舗装、土工以外の工種にも拡大するために、トンネルの３次元モデル

策定のための基礎調査を実施した。また、建設事業で共通に利用する３次元地形・地質データの標準化についても、過年

度のデータ交換標準の技術的適用性を検討し、データ交換標準素案の変更、修正を行った。 
一方、３次元データの利活用については、２次元図面では把握が困難な情報を３次元で可視化する技術の調査を実施し、

土木事業における３次元可視化技術の導入場面や効果、利用できる環境（ソフト、ハードウェア等の環境）を明らかにし

た。さらに、ケーススタディとして橋梁を対象とした３次元データの利活用を検討した。 
 

道路事業における3次元座標データの適応性向上に関する検討業務 

A study about improving availability of three dimensions measurement value data at road construction sites 
（研究期間 平成20年度～） 

 高度情報化研究センター 情報基盤研究室    室   長    遠藤 和重 
主任研究官    梶田 洋規 
研 究 官    渡邉 賢一 

［研究目的及び経緯］ 

 我が国は、急速な少子高齢化による本格的な人口減少社会を迎えつつあるが、こうした中で、社会経済に新しい可能性

を切り拓き、新たな活力を生み出し、人口減少局面においても持続的発展を実現することが重要な政策課題となっている。

その実現手段の一つとして、情報通信技術を建設施工に活用して高い生産性と施工品質を実現する情報化施工がある。 

国土交通省の施策である「CALS／EC アクションプログラム2008」、「情報化施工推進戦略」に基づき、2012 年度まで

にこの情報化施工を標準的な工法として普及・定着させるための課題への取り組みとして、情報化施工に対応した施工管

理要領やマニュアルの整備を進めている。 

平成20～21年度は、RTK-GNSS（衛星を利用した測位技術）を用いた道路土工の出来形管理要領およびトータルステー

ションを用いた道路地下埋設物の出来形管理要領の策定を目的として、現場試行の結果を反映した要領類の検討を行っ

た。 
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機械施工における電子情報を活用するための標準化の検討 

A study of standardization for the sake of using electrical information on construction machinery  
（研究期間 平成21年度～） 

 高度情報化研究センター 情報基盤研究室       室   長    遠藤 和重 
主任研究官    梶田 洋規 
研 究 官    渡邉 賢一 

［研究目的及び経緯］ 

 我が国は、急速な少子高齢化による本格的な人口減少社会を迎えつつあるが、こうした中で、社会経済に新しい可能性

を切り拓き、新たな活力を生み出し、人口減少局面においても持続的発展を実現することが重要な政策課題となっている。

その実現手段の一つとして、情報通信技術を建設施工に活用して高い生産性と施工品質を実現する情報化施工がある。 

国土交通省の施策である「CALS／EC アクションプログラム2008」、「情報化施工推進戦略」に基づき、2012 年度まで

にこの情報化施工を標準的な工法として普及・定着させるための課題として、情報化施工機器に対しデータ改ざん防止技

術を導入することがある。また、情報化施工に対応した建設機械へ入力する設計データを合理的に作成する方法や建設機

械から得られる情報について受発注者間で共有すべきデータを明らかにすることがある。 
平成21年度は、データ改ざん防止技術の導入を図るため、既存の情報化施工技術の施工管理要領について、追記すべ

き箇所を検討した。また、通常施工における監督・検査等で利用する情報の標準化を目的に、民間で開発されている情

報化施工機器から取得できる情報を整理するとともに、災害対処・復旧支援における情報の活用による作業の迅速化等

を目的とし、過去の災害実績等から、情報取得の場面と情報利用の場面を整理した。 
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首都高速道路における ITS を活用した道路交通情報提供サービス

に関する研究 
A Study on Traffic information service using ITS on Tokyo Metropolitan Expressway 

（首都高における ITS 技術の試行調査） 
（首都高における ITS 技術の試行調査運営業務） 

（VICS 先行整備路線の現場設備検討業務） 
（走行支援道路システム実運用化検討業務） 
（次世代 ITS サービスの実現に向けた研究） 

（研究期間 平成 16 年度～平成 22 年度） 

高度情報化研究センター    室長  畠中 秀人  
高度道路交通システム研究室   Head  Hideto HATAKENAKA 
Research Center for    主任研究官 坂井 康一 
Advanced Information Technology   Senior Researcher Koichi SAKAI 
Intelligent Transport System Division  研究官  重田 良二 

Researcher Ryoji SHIGETA 
研究官  上田 善久 
Researcher Yoshihisa UEDA 

We have conducted Field Operational Tests on Tokyo Metropolitan Expressway to achieve the ITS service such 
as traffic information services using the Dedicated Short Range Communication (DSRC), and have completed 
technical report. We conducted the questionnaire survey by general drivers to evaluate and improve ITS 
services. 
 
［研究目的及び経緯］ 

平成 16 年 8 月にスマートウェイ推進会議より、

「ITS、セカンドステージへ」の提言がされ、これを

受けて国土技術政策総合研究所では、一つの車載器に

て多様な ITS サービスを享受できる車内環境の実現に

向け、平成 17 年 2 月から平成 18 年 3 月までの約 1 年

間、民間 23 社と官民共同研究を実施し、ITS スポット

サービスの実現に必要となる路側無線装置及び車載器

の機能等の検討を行ってきた。官民共同研究の結果を

基に、平成 19 年より首都高速道路において ITS スポ

ットサービスにおけるインフラ整備を行い、公道実験

を行ってきた。 

民間事業者との共同研究 

サービスの具体化検討(提言から 3 つのサービスを想定)

各サービスに対するニーズ整理

プラットフォームを構成する機器の機能要件の整理 

「ITS、セカンドステージへ」の提言 

規格・仕様の策定 

スマートウェイ実用化 

実証実験

 
図 1 官民共同研究の位置づけ 

［研究概要］ 

平成 20 年度より音声出力型 ITS 車載器による ITS
スポットサービスに対し、一般の道路利用者の評価協

力者を約 500 名募集し、Web アンケートを行った。 
本稿では、平成 21 年度に行った次の３つの情報提

供サービスの研究結果を報告する。 
・交通情報提供サービス（以下、「交通情報」とする） 
走行地点や進行方向に応じて、その先の渋滞状況な

どの道路交通情報を音声で提供する。 

 

図２ 交通情報イメージ 

・合流支援情報提供サービス（以下、「合流支援」と

する） 
見通しの悪い合流部において、本線車両に対して、

合流してくる車両の存在を合流部の手前で音声により

情報提供する。 

 
所要時間のお知らせです。 

○○から□□まで△△分 

程かかっています。 
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図３ 合流支援イメージ 

・前方障害物情報提供サービス（以下、「前方障害物」

とする） 
見通しの悪いカーブの先の停止車両や渋滞を、カー

ブへの進入前に音声で情報提供する。 

図４ 前方障害物イメージ 

また、平成 21 年度には、一般に広く普及した際の

課題等を把握し、改善に繋げるために、ナビ連携型 ITS
車載器による被験者実験を実施した。 

 
［研究成果］ 

首都高速道路における実験で実施した情報提供に

ついては、一般ドライバーの受容性が高いことが確

認できた。 

情報提供の要望として、所要時間、渋滞状況の他に、

首都高速道路から出口先の一般道路の交通状況に関す

る情報提供についても多くあった。 

（１）音声出力型 
全てのサービスにおいて 7 割以上が有効性を感じて

おり、ドライバーに対して情報提供サービスが有効で

あることがわかる。 

45%

36%

26%

32%

36%

44%

15%

16%

17%

6%

9%

11%

2%

3%

2%

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

前方障害物

合流支援

交通情報

非常に有効性を感じる やや有効性を感じる どちらともいえない

あまり有効性を感じない 全く有効性を感じない

[N=218]

[N=218]

[N=218]

図５ 音声出力型の有効性評価 

 
音声のみでの情報提供の場合、視覚に頼らずドライ

バーが理解できる情報提供内容とすることが求められ

ることが、理解できないモニタが 1~2 割存在した。 

63%

58%

49%

26%

29%

30%

11%

13%

21%

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

前方障害物

合流支援

交通情報

内容を理解できた どちらともいえない 内容を理解できなかった

[N=352]

[N=337]

[N=328]

図６ 音声出力型の内容理解度 

理解できない要因は、音質や音量が適切ではない、

あるいは、音声出力前に注意喚起のために発する予告

音を聞き流してしまうことによる。 
一般販売用の車載器においては、スピーカーをアン

テナ側に設ける等、車載器メーカにて改善を図る方向

となっている。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

その他

情報提供されることになれてしまう

情報提供のタイミングが早すぎる

情報提供のタイミングが遅すぎる

情報提供が長すぎる

予告音声を聞き逃してしまう

音声の音質・音量が適切でない

交通情報提供サービス［N=73］ 安全運転支援情報提供サービス（合流支援）［N=43］

安全運転支援情報提供サービス（前方障害物情報提供）［N=38］

 
図７ 理解できない理由 

 
情報提供のタイミングについては、6 割以上のモニ

タが適切であると回答しており、問題ないことが確認

できた。 

62%

63%

60%

4%

4%

4%

6%

10%

17%

28%

23%

19%

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

前方障害物

合流支援

交通情報

適切である 早すぎる 遅すぎる わからない

[N=253]

[N=252]

[N=254]

 

図８ 音声出力型の提供タイミング 

 
（２）ナビ連携型 
ナビ連携型は音声出力型に比べると、視覚での理解

が得やすいため、音声出力型では 4 割程度の被験者が

音声に気付いていない出口案内でも、ナビ連携型では

8 割の被験者が理解できていた。また、混雑箇所を示

す簡易図形について、初めて見ると理解できないドラ

イバーが 5 割程度（N=12）存在したが、2 回目の提供

では全員が理解できており、習熟度が増すことで理解

できる事が確認できた。 
 

［成果の活用］ 

首都高における公道実験を踏まえスポット通信サー

ビスの規格・仕様が策定、また改定され、サービスが

全国に展開される段階に至っている。高い有効性の確

認は行えたが、ドライバー特性に応じた情報提供等、

個々のドライバーに合った情報提供についての検討を

推進して参りたい。 

この先渋滞、 
追突注意 
 
 

 左から合流車、注意 

260



                                  

阪神高速道路における ITS を活用した道路交通情報提供及び安全

運転支援サービスに関する研究 
A Study on Road Traffic Information and Safety Driving Assistance Information with ITS 

Technology on Hanshin Expressway 
（阪神高速における ITS 技術の試行調査） 

（阪神高速における ITS 技術の試行調査運営業務） 
（走行支援道路システム実運用化検討業務） 
（ITS 技術の試行調査における評価検討業務） 

（研究期間 平成 18 年度～平成 21 年度） 

高度情報化研究センター    室長  畠中 秀人  
高度道路交通システム研究室   Head  Hideto HATAKENAKA 
Research Center for    主任研究官 鹿野島 秀行 
Advanced Information Technology   Senior Researcher Hideyuki KANOSHIMA 
Intelligent Transport System Division  研究官  岡本 雅之 

Researcher Masayuki OKAMOTO 
Proving test of road traffic information and safety driving assistance has been carried out on 

Hanshin expressway. For road traffic information, acoustic information with simple diagram, still image 
information, transit service information were evaluated. Meanwhile, for safety driving assistance, 
“information on merging assistance” and “information on obstacles ahead” were evaluated. The test 
results have supported that these service has already reached deployment stage. 
 
［研究目的及び経緯］ 

国土技術政策総合研究所では、ITS を活用した安全

運転支援システム及び道路交通情報提供システムにつ

いて、実フィールドにおける実証実験を、阪神高速道

路を対象として実施してきた。具体的には、3 号神戸

線西出カーブにおける前方障害物情報提供、同柳原入

口における合流支援、16 号松原線三宅カーブにおける

カーブ進入危険防止、3 号神戸線海老江地区及び 14
号大阪港線波除地区における前方状況情報提供である。 
実証実験の結果、安全運転支援システムについては、

早期の減速準備行動や注意喚起の効果が確認された。

また、道路交通情報提供システムについては、静止画

像等による情報提供内容が従来に比べドライバーへの

経路選択に資することを確認した。これらの研究を通

じて、阪神高速道路における情報提供サービスについ

ては、実運用の段階に達していると考えている。 
本稿では平成 21 年度に実施した実証実験の概要、結

果について報告する。 
 
［研究内容及び成果］  

（１）安全運転支援システム 

ここでは、3 号神戸線西出カーブにおける前方障害

物情報提供、同柳原入口における合流支援について報

告する。本地区における実証実験では、前方状況情報

提供と合流支援それぞれのサービスについての効果を

確認する実験と、1 つの情報提供装置からこれら 2 つ

のサービスを同時に提供する実験を 2 通り行った。 
まず、サービス単独の実験について、その結果を概

説する。前方の渋滞情報提供によって、「注意する気持

ちになった」「減速しようとする気持ちになった」とい

う心理的な効果を確認することができた。また、事故

多発箇所や合流部への進入速度については、「追突事

故多発箇所」「合流部あり」といった静的情報ではあま
図１ 実験箇所 

261



り効果が確認できなかったが、「現在渋滞している」

「合流車が来ている」といった動的情報を提供するこ

とで減速効果が確認できた。前方障害物情報提供に関

する実験結果を図２～図５に示す。 
 

（２）前方状況情報提供システム 
ここでは、3 号神戸線海老江地区及び 14 号大阪港線

波除地区における前方状況情報提供サービスについて

報告する。このサービスは、阿波座合流部における渋

滞が多発していることから、その前方状況の情報を提

供することで利用者の経路選択に資することを目的と

している。 
今回、実走行環境下で以下の 3 つの情報を高速道路

上で提供する実験を行った。（3 号神戸線海老江地区に

おける情報提供） 
＜簡易図形＋音声情報＞ 
従来の VICS で提供している情報に加え音声情報

（ハイウェイラジオ情報）を付加した情報であり、自

車の前方を含めた、周辺道路ネットワークの交通状況

を提供することを目的としている。 
＜静止画＞ 
前方の阿波座付近に特化した静止画であり、自車が

進む方向の交通状況をピンポイントで提供することを

目的としている。 
＜乗り継ぎ案内＞ 
阪神高速道路で実施している乗り継ぎサービスにつ

いての情報を提供し、経路選択に資することを目的と

している。 
まず情報の理解度についてアンケート調査を行った

結果、すべての情報について、ほぼすべての被験者が

情報に気づき、理解していることが確認できた。また、

情報提供を受け、高速道路を降りて乗り継ぎコースを

選択した被験者が 36 名（45%）おり、情報提供によ

る経路選択行動の可能性が示唆された。 
 
 
 
 
 
 

 
図７ 経路選択を行い、乗

り継ぎ行動を取った被験者 
［成果の発表］ 

・鹿野島ほか：「カーブ進入危険防止システムの開発

と 効 果 分 析 」 , 第 ８ 回 ITS シ ン ポ ジ ウ ム

2009,p.11-16, 2009 
 
［成果の活用］ 

本成果は、当該地区における ITS スポットサービス

として、実用化が図られている。 

高速経
由
44

乗り継
ぎ
36

図６ 乗り継ぎサービス

についての情報提供内容 

前方の渋滞情報提供による意識の変化　ナビ連携　動的情報　高速　区分１＋２　　（Ｎ＝１０ )
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何をすれば良いかわからなかった
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事故多発地点への進入速度 動的情報・高速（区分１＋２）
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前方の渋滞情報提供による意識の変化　ナビ連携　静的情報　高速　区分４＋５　　（Ｎ＝２７ )
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図２ アンケート結果（前方障害・動的情報） 図３ 事故多発地点進入速度（前方障害・動的情報）

図４ アンケート結果（前方障害・静的情報） 図５ 事故多発地点進入速度（前方障害・静的情報）
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名古屋高速道路における ITS を活用した安全運転支援サービスに

関する研究 
A Study on AHS service using ITS on Nagoya expressway 

（名古屋高速における ITS 技術の試行調査運営業務） 
（走行支援道路システム実運用化検討業務） 

（研究期間 平成 18 年度～平成 21 年度） 

高度情報化研究センター    室長  畠中 秀人  
高度道路交通システム研究室   Head  Hideto HATAKENAKA 
Research Center for    主任研究官 鹿野島 秀行 
Advanced Information Technology   Senior Researcher Hideyuki KANOSHIMA 
Intelligent Transport System Division  研究官  岡本 雅之 

Researcher Masayuki OKAMOTO 
 

Proving test of automatic selection of AHS service conducted in the Meidocho Junction section and 
the Higashikataha-Minami Curve section on Nagoya expressway. This system provides information on 
obstacles ahead service and the prevention of overshooting on curve service. This paper presents 
outlines and reports on the results of the proving tests. 
 
［研究目的及び経緯］ 

名古屋高速道路 6 号清須線（平成 19 年度開通）の

明道町ジャンクション地区と環状線の東片端南カーブ

地区では、カーブ進入時の速度超過による側壁への接

触事故や、見通しの悪いカーブ先における渋滞末尾へ

の追突事故等が懸念されていた。そのため、事故抑止

を目指して、渋滞発生時に、渋滞状況を事前にドライ

バに知らせることで、渋滞末尾への追突事故を防止す

る前方障害物情報提供サービスを導入した。また、渋

滞が発生していない時には、高速で走行している車両

に対してカーブに対する注意喚起を促すことを目的と

したカーブ進入危険防止サービスを導入した。 
平成 21 年度は、導入したサービスの有効性を確認

するため、被験者に対して ITS 車載器を用いてカーナ

ビを用いた画像及び音声による情報提供の実験を行い、

サービスの評価を行った。 
 
［研究内容及び成果］ 

１． 被験者実験の概要 

（１）明道町カーブ 
明道町カーブにおいては、カメラ速度センサ 1 式、

カメラ渋滞センサ 2 式、路面センサ 1 式、DSRC2 式、

情報板 1 式にて、前方障害物情報提供サービス、カー

ブ進入危険防止サービスを提供している（図１、表１）。 
（２）東片端カーブ 
東片端南カーブにおいて、超音波式のトラカン 3 式、

路面センサ 1 式、DSRC1 式にて、前方障害物情報提

供サービス、カーブ進入危険防止サービスを提供して

いる（図２、表２）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ サービス提供イメージ【明道町】 
 
表１ 提供コンテンツ（ナビ画面＋音声）【明道町】 
 DSRC① DSRC② 
前 方 障 害

物 情 報 提

供 サ ー ビ

ス 

  

カ ー ブ 進

入 危 険 防

止 サ ー ビ

ス 

  

 

DSRC②

DSRC① 

注
意 

速度センサ 

路面センサ 

CCTV（渋滞センサ用） 

カメラによる
渋滞検知

カメラによる 
渋滞検知 

至 清須 JCT 

至 東片端 JCT 

丸の内出口 
都都心心  

環環状状線線  

６６
号号
清清
須須
線線  

①明道町 JCT の渋滞状況を検知し、

出口選択を支援する。（前方状況情

報提供） 

②明道町 JCT の渋滞状況を検知し、

情報提供（前方障害物情報提供） 

②明道町 JCT の非渋滞検知時はカー
ブへ進入する車両速度を検地し、速

度超過の注意喚起を行い速度低下

を促す。 
・湿潤時 52km/h 以上 
・乾燥時 66km/h 以上の車両に注意喚起 

（カーブ進入危険防止） 

速度 
注意 
喚起 

都心環状方面 1km 先、 
明道町 JCT は渋滞です 

この先渋滞、追突注意 

この先急カーブ、
速度落とせ 

 

②明道町 JCT の非渋滞検知時はカーブへ進

入する車両速度を検知し、速度超過の注

意喚起を行い速度低下を促す。 

・湿潤時 52km/h以上 

・乾燥時 66km/h以上の車両に注意喚起 

（カーブ進入危険防止） 
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図２ サービス提供イメージ【東片端】 
 
表２ 提供コンテンツ（ナビ画面＋音声）【東片端】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）実験期間及び被験者数 
実験期間：H21.11.10（火）～11.24（火）（平日） 
    ：10 日間 
被験者数：60 名 
総走行数：300 走行 
 

２．実験結果 

下記の実験結果よりサービスの有効性が確認された。 
（１）カーブ進入危険防止サービス 

①意識の変化 
情報提供を受けた時、ほとんどの被験者が注意や

減速しようという気持ちになった（図３）。 
②カーブ進入速度（車両挙動） 

サービスなしの走行と比較し、サービス有りの時

は、カーブ進入速度が平均で 2～5km/h 程度低下し

た（図４、図５）。 
（２）前方障害物情報提供サービス 

情報提供を受けた時、ほとんどの被験者が注意や減

速しようという気持ちになった（図６）。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図３ 意識の変化（カーブ進入危険防止） 
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図４ カーブ進入速度（明道町カーブ） 
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図５ カーブ進入速度（東片端カーブ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６ 意識の変化（前方障害物情報提供） 
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大学との連携による ITS に関する基礎的先端的分野の研究 
Partnerships with academia in ITS study fields 

（安全運転支援システムにおけるドライバへの効果的な情報提供手法の検討） 
（統合的交通シミュレータの活用による各種 ITS サービスの検討） 

（地域の課題解決に向けた ITS 技術の導入検討） 
（地域 ITS 技術を用いた車線・道路幅員減少区間等における安全かつ円滑な走行支援手法の研究開発） 

（研究期間 平成 13 年度～平成 21 年度） 

高度情報化研究センター    室長  畠中 秀人  
高度道路交通システム研究室   Head  Hideto HATAKENAKA 
Research Center for    主任研究官 坂井 康一 
Advanced Information Technology   Senior Researcher Koichi SAKAI 
Intelligent Transport System Division  研究官  若月 健 

Researcher Takeshi WAKATSUKI 
研究官  岡本 雅之 
Researcher Masayuki OKAMOTO 
部外研究員 森井 紀裕 
Guest Research Engineer Norihiro MORII 

 
It is necessary to be based on the characteristic of the region and the feature of the ITS 

measure to evaluate the introduction of the ITS measure. Therefore, to develop a new ITS technology, 
it is important to conduct basic and advanced researches that becomes the basis of efficient system 
construction. In this study, we conducted basic and advanced researches of a wide field in 
partnerships with academia. 

 
［研究目的及び経緯］ 

ITS スポットサービス等の新たな ITS 施策の導入に

よる道路交通の効率性や安全性の向上及び環境負荷軽

減の効果を定量的に評価するためには、既存の道路交

通施策の評価手法に加えて、対象とする地域の特性と

ITS 施策の特徴を踏まえた評価手法が必要である。ま

た、新たな ITS 施策は、ITS スポット(DSRC)等の新た

な要素技術の開発により実現する施策の他に、簡便・

廉価な既存技術を連携したシステムの構築により実現

する施策もあり、後者のシステム基盤となる基礎的・

先端的な技術・手法の研究を行うことも必要である。 
そこで、国土技術政策総合研究所では、平成 13 年

度より、大学等と連携し、ITS 施策の導入による道路

交通の効率性・安全性向上および環境負荷軽減等の視

点を軸に、土木工学、電気、機械、心理学、人間工学

等に関する幅広い分野の研究を行ってきた。 
 

［研究内容及び成果］ 

１．安全運転支援システムにおけるドライバへの効果

的な情報提供手法の検討 

ITS 施策の本格運用に向けて、ドライバに対する効

果的な情報提供が必須である。本検討では、道路環境

や交通状況が運転走行中のドライバの情報処理、注視

領域や注視の正確さに与える影響について、ドライビ

ングシミュレータ（以下、DS）（図 1 参照）を用いた

被験者実験を行った。 

  
図 1 実験で用いた DS 

 
検討の結果、カーブや合流、混雑流の交通状況で、

ドライバの情報処理能力は低下を招く傾向が見られた。

また、カーブ区間開始地点に至るまでの距離が長い場

合には注視可能な領域や正確な注視が行える領域があ

る程度広くなることが示された。 
 

２．シミュレータの統合的活用による各種 ITS サービ

スの検討 

道路交通円滑化に資する ITS 施策の評価を効果的、

多角的に行う手法について検討を行った。6 軸動揺装

置等を有する可動型高機能ドライビングシミュレータ

（可動型 DS）に加え、6 軸動揺装置等がない定置型ド

ライビングシミュレータ（定置型 DS）を構築し（図 2
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参照）、DS を活用した各種 ITS サービスの検討の幅を

広げた。また、動的な交通運用施策の局所的な効果の

みならず広域ネットワークへの波及効果を分析するこ

とを目的として、異なるスケールの交通シミュレーシ

ョンを組み合わせ、局所分析と広域ネットワーク分析

を行うため、計算実行中にシミュレーションパラメー

タを変更する機能を組み込む改良を行った。 

  
図 2 可動型 DS（左）、定置型 DS（右） 

 
３．地域の課題を効率的に解決する ITS 技術の導入戦

略に関する調査研究 

本研究では、地域の社会的課題に対してどのような

ITS 技術の導入が効果的であるかを明らかにした。 
（１）都市高速道路渋滞末尾での交通事故削減のため

の予防システム 
①首都高トンネル疎密波中の安全運転支援技術の開発 

高速道路における主要な事故要因である、臨界流（過

密かつ高速な交通流）における下流から上流に向けて

の減速行動の急激な伝播（減速衝撃波）による事故の

防止を目的として、交通流の計測や減速衝撃波の検知

を可能にする画像センサ群を開発し、路車協調型の安

全運転支援システムに活用した。このシステムにより

得られたデータを基に本地点の交通流を DS 上に再現

し検証を行った結果、安全運転支援システムの欠報や

誤報によるネガティブな反応がないことを確認できた。 
②情報提供機器を利用した車群分解によるサグ渋滞対

策システムの効果検証 
効果検証の対象としたサグ渋滞対策システムは、サ

グ部の直近上流の可変情報板等による車線変更の働き

かけにより、渋滞原因車によって形成された車群を分

解し、車群内における減速行動の伝播を遮断し、渋滞

を回避することを目的としている。 

検証では、まず、東名高速道路下り線（大和サグ付

近）に設置されたカメラの画像データから個々の車両

の走行軌跡を推定し交通流を再現した。次に、この交

通流に対し、車線変更シミュレーションを実施した。

検証の結果、車群を分解するためには、「車線変更が可

能な状況にある車両」のうち「車線変更を行う車両」

の割合を 50％程度とすることが妥当（車線変更先での

渋滞の誘発を考慮）であると確認した。 
 

（２）無信号交差点での交通事故削減のための支援シ

ステム 

住区内等の無信号交差点において、道路反射鏡など

の既存インフラと組み合わせて、出合い頭事故防止を

図る簡易な警告システムを開発した（図 3 参照）。本

システム導入時の効果について評価検討するため、公

道で実動可能な試作機を製作し、出合い頭事故多発交

差点にて公道実験を実施した。システム導入有無によ

る車両の挙動の違いを分析することで、交差点で一時

停止する車両の割合が増加する等の挙動改善効果を明

らかにした。 
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発光装置
分離発光ライト
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図 3 試作したシステムの外観 
 

（３）地域道路ネットワークでの総合的安全 ITS シス

テムの実装とその評価手法 

ヒューマンエラーを減らすための ITS 技術について、

導入効果を評価することを目的とし、一般道路と高速

道路を対象に、警告情報システムの構成やその HMI
を変化させる安全走行支援システムの効果に関して、

走行実験と表明選好（SP）調査を用いて検討を行った。

実験では、高い相乗効果が期待できるサービスとその

HMI の組み合わせを抽出した。また、ドライバの運転

適性や安全意識、交通事故やヒヤリハット経験などを

踏まえて、提案システムに対する一般ドライバの受容

性をアンケート調査の実施により明らかにした。調査

から、一般道路と高速道路ともに、車内型警告情報（カ

ーナビによる情報）は路側型警告情報（表示板による

情報）より受容性が高い等の結果が得られた。 

2.4km ４％

下り坂　速度注意

 
図 4 高速道路上の車内型警告情報 

 
４．地域の課題解決に向けた ITS 技術の導入検討 

地域の実情を考慮した ITS 技術を活用し、車線・道

路幅員減少区間等の狭隘道路の安全性、円滑性を確保

することを目的とし、全国展開可能な走行支援システ

ムの開発等を実施した。走行支援システムの開発は、

従来の中山間道路走行支援システムの課題とその改良

の方向性を検討し、ゆずりあいロード走行支援システ

ム等を開発した。開発したシステムの評価調査の結果、

表示の理解度は文字表示、動的ピクトグラム、点滅式

デリニエータの順で高いという結果が得られた。 

 
図 5 試作した動的ピクトグラム 

ピッ！（喚起音） 

下り坂です。 

減速してください。
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ITSを活用した交差点における安全運転支援サービスに関する研究 
Research of Safety-driving-assist Systems at the accident-prone intersection 

（走行支援道路システム実運用化検討業務） 
（研究期間 平成 18～21 年度） 

高度情報化研究センター   室長    畠中 秀人 

高度道路交通システム研究室  Head    Hideto HATAKENAKA 
Research Center for Advanced  主任研究官   鹿野島 秀行 
Information Technology   Senior Researcher  Hideyuki KANOSHIMA 
Intelligent Transport System Division  研究官    重田 良二  

Researcher   Ryoji SHIGETA 
 

We have conducted research and development of Safety-driving-assist services applying AHS 
(Advanced cruise-assist Highway Systems) based on the concept of ‘Smartway’, to integrally realize 
diverse ITS services through road-vehicle cooperation. As a part of the approach, we have conducted 
research to provide the information of approaching vehicles on the accident-prone intersection.  

［研究目的及び経緯］ 
交差点における出会い頭事故は事故類型別では２

番目に発生件数の多い事故類型（重傷事故では最も

発生件数の多い事故類型）である。国土技術政策総

合研究所（以下、「国総研」という）は、路車協調に

よる安全運転支援システムの開発の一環として、平

成 18 年度～19 年度に出会い頭事故発生要因の仮説

検討およびその検証と対策の検討、出会い頭事故防

止支援サービスの検討およびそのサービスを実現す

るためのシステム開発を行った。 

さらに平成 21 年度は出会い頭事故防止支援サー

ビスの効果検証を行った。 

 
［研究内容および成果］ 
１．出会い頭事故発生要因の仮説検証およびその検

証と対策の検討 

まず、交差点における出会い頭事故の仮説を次のと

おり整理した。 
・出会い頭事故の人的要因の約 75％は安全不確認で

ある。 
・安全不確認のほとんどは、相手車両が来ないと思

い込んでいることから生じている。 
・相手車両がいることをドライバに教えることがで

きれば、安全確認を行い、事故を回避できる。 
これらのことから、ドライビングシミュレータと実

道交差点において、交差点におけるヒヤリハット（事

故には至らないものの、事故に至っていてもおかしく

ない一歩手前の事象）の解析を行った。その結果、非

優先道路側に対する情報提供が効果的であることが導

かれた。そこで優先道路側の車両が交差点に近づくと

超音波センサがそれを検知し、非優先道路側のドライ

バに情報板や点滅灯、車載器により交差車両の接近を

知らせる対策を検討した。（図１） 

 
図１ 交差点出会い頭サービスのイメージ 

 

２．出会い頭事故防止支援サービスの検討およびそ

のサービスを実現するためのシステム開発 

出会い頭事故は小規模な無信号交差点で多く発生し

ているため、出会い頭事故防止支援サービスは導入が

コスト的にも技術的にも容易であることが条件となる。

そこで無信号交差点に設置されている道路反射鏡に点

滅灯を付設するという簡易な仕組みにより基礎的シス

テムを試作し、動作確認を平成 20 年度までに実施した。 
 

３．出会い頭事故防止支援サービスの効果検証 

平成 21 年度は上記システムに関する効果検証を実

施するとともに、路車間通信による車載器への情報提

供によるサービスも開発し、併せて検証した。効果検

証手順は、以下のとおりである。 
 
（１）効果検証実施手順の検討 
サービスに関する効果検証の準備作業、効果検証結
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果の整理作業等を行った。実施手順検討に当たっては、

まず国総研構内の実験用模擬小交差点という、コント

ロールされた状態で、主にサービスの安全性を検証し

た。次に、実際の交通状況に近いと思われる国総研本

館前の交差点において、一般ドライバによるサービス

の有効性の検証を行うこととした。 
（２）効果検証用路側表示器の設置 

路側表示器システムを模擬小交差点に設置した。

（図２） 
 

路側表示器 

超音波ｾﾝｻ 

超音波ｾﾝｻ 

 
図２ 実験用模擬小交差点実験施設に設置した路側表

示器システム 

実験用模擬小交差点における検証終了後、不特定多

数の通行車両による検証を行うため、国総研構内の外

周路交差点（研究本館前の交差点）に路側表示器シス

テムを移設した（図３）。移設前に設置・調整しておい

た車両挙動収集用カメラと併せて、検証用に車両挙動

データの収集を実施した。 
 

歩道

車

左からの車両検知センサ 

右からの車両検知

センサ 

路側表示器 

反射ミラーと表示器  
図３ 外周路交差点（研究本館前の交差点）に設置し

た路側表示器システム 

（３）検証データの収集 
①実験用模擬小交差点システムによる検証データの収

集 
検証データ収集を行うにあたり、被験者を 30 名募集

した。なお被験者条件は、20 歳以上の男女とし、更に

65 歳以上の被験者を 10 名とした。被験者１名あたり

15 回の交差点走行を行った。 
情報提供内容は、「路側表示器のみ」と「路側表示器

＋車載器によるもの」の２パターンとし、それぞれに

ついて被験者データの収集を行った。 
②外周路交差点システムによる検証データの収集 
路側表示器による情報提供が無い状況で３週間、情

報提供が有る状況で３週間程度、合計６週間にわたり、

当交差点を通過する不特定多数の車両の挙動を、カメ

ラにより収集した。 
さらに情報提供有りの期間中、交差点を通過する不

特定のドライバに対しアンケート調査を実施し、50 名

分以上のデータを取得した。 
（４）検証結果の整理 

出会い頭事故防止支援サービスの有効性、受容性、

実用性、HMI の検証結果整理を行った。 
○ 有効性の評価 
￭ サービス提供により、ヒヤリハットが 1/3 に、危険

な挙動が 1/4 に減少したことを実測した。 
￭ サービス提供により、道路反射鏡を視認する割合が

増加したことを確認した。 
○ 受容性の評価 
￭ 優先道路側車両の交差タイミングや車速の違いに由

来する種々のタイミングで警報が出ても、非優先道

路側車両が確実に止まれることを検証した。 
￭ ドライバが高齢者の場合の評価を行い、有効性は年

齢差が少ないものの、警報の判り易さには年齢層に

よる配慮が必要なことがわかった。 
○ 実用性の評価 
￭ 本システムを構成する簡易な車両検知器、路側表示

器などの機能が、実用時の機能として必要かつ十分

であることを検証した。 
￭ 車両検知器は、走行方向情報も検知する必要性を確

認した。 
○ HMI についての評価 
￭ 本実験に使用する路側表示器と車載器の HMI につ

いては、ほぼ受け入れられたが、路側表示器による

サービスを導入する場合には、路側表示器の意味を

一般ドライバへ周知する事前広報が必要なことが

わかった。 
 
［成果の発表］ 
・畠中秀人、山崎勲、平沢隆之、有住正人：『無信号交

差点における出会い頭衝突事故の削減に向けた研

究』、第 27 回交通工学研究発表会、pp65-68、 2007.11 
 
［成果の活用］ 
今後はこれまで得られた成果をもとに、道路管理者、

交通管理者等に対し、情報提供、意見交換を行い、サ

ービスの適用可能性、実用化に向けた検討の際に活用

する。 
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ITS を活用した情報提供システムの展開に関する研究 
Research on Expanding Usage of ITS 

（新たな走行支援道路システムに関する技術研究開発） 

（研究期間 平成 16 年度～平成 21 年度） 

高度情報化研究センター    室長  畠中 秀人  
高度道路交通システム研究室   Head  Hideto HATAKENAKA 
Research Center for    主任研究官 坂井 康一 
Advanced Information Technology   Senior Researcher Koichi SAKAI 
Intelligent Transport System Division  研究官  若月 健 

Researcher Takeshi WAKATSUKI 
研究官  岡本 雅之 
Researcher Masayuki OKAMOTO 

 
Supporting freight distribution, sightseeing, public transport, and environmental load 

reduction were assumed as new ITS services that will be developed in the future. We studied how to 
promote these services by using ITS. Based on this study, concrete service in an actual city was 
examined. 

［研究目的及び経緯］ 

国土技術政策総合研究所（以下、「国総研」という）

では、車やドライバー、歩行者等多様な利用者との間

で様々な情報のやりとりを可能とする道路「スマート

ウェイ」の推進に取り組んでいる。 
スマートウェイに対応したサービスとして、ITS ス

ポット（DSRC）を活用し、道路交通情報や安全運転

支援情報などの提供を行う ITS スポットサービスに関

する研究を行ってきた。平成 21 年秋には、ITS スポッ

トサービスに対応した ITS 車載器の販売が開始され、

首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路におい

て、約 40 箇所の ITS スポットサービスを開始した。ま

た、高速道路上を中心に路側機の全国配備（約 1600
箇所）にも着手し、平成 22 年度冬までに、ITS スポッ

トサービスの全国展開を図ることとしている。今後、

これらのサービスをさらに拡充することを目的として、

料金決済サービスや物流効率化支援といったサービス

への活用を検討しているところである。 
これと同時に、内閣府において選定された「ITS 実

証実験モデル都市」や、経済産業省において選定され

た「EV・pHV タウン」等において ITS スポット等の

ITS 技術を活用したサービスの展開が検討されている。 
 これらを受け、新たなサービスとして、「物流支援」

「観光支援」「公共交通支援」「環境負荷低減支援」の

4 つを想定し、今後実展開するための検討を行ってい

る。 

［研究内容および成果］ 
１．物流支援への活用検討 

まず、どのようなサービスが現在提供されているか

確認するために、物流車両運行管理システムの実態把

握調査を実施した。続いて、物流事業者の現状の運行

管理方法や今後期待するサービスニーズ等を把握する

ため、物流事業者へのアンケート調査を実施した。調

査対象は、運行管理ニーズの異なる偏りのない 20 社程

度を対象とした。最後に、物流事業者から得られたサ

ービスニーズについて、ITS を活用した対応策につい

て検討を行った。 
検討の結果、車両の走行履歴による安全運転指導・

エコ運転指導などのニーズが確認され、国総研で研究

開発しているプローブ情報の収集システムの活用可能

性が確認された。 
 

２．観光サービスへの活用に関する検討 

最初に、自動車による観光を支援する ITS 技術の最

新動向、市場実態を把握した。次に、自動車を利用し

た観光において、観光行動を「出発時」「移動中」「目

的地到着後」のシーンに分類し、それぞれのシーンに

おいて必要とする情報を整理した。 
この検討結果を基に、「EV・pHV タウン」に指定さ

れ、電気自動車等と ITS が連動した未来型ドライブ観

光のシステムの開発とその実配備に取り組んでいる

長崎県五島市を対象に、地域特性（情報収集、要求事
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項等）に適した ITS 施策（ツール）を選定し、適用可

能性や留意事項を整理した。 
 

３．公共交通支援への活用検討 

公共交通支援施策は様々なものがあるため、今回は

パークアンドライド（以下、P&R）施策を公共交通の

活用支援策として選び、P&R を支援するための ITS の

活用方法について整理した。整理にあたっては、自動

車利用者が P&R を行うシナリオを想定し、「自宅出発

前」「P&R 駐車場手前」などの場面において具体的に

どのような情報を提供する事が効果的であるか検討し

た。図－１にシナリオの整理結果の一例を示す。 
この検討結果を基に、「ITS 実証実験モデル都市」に

指定されている柏市を対象に、具体的な情報提供コン

テンツを作成の上、関係者による模擬実験を実施し、

情報提供の有効性・課題の確認を行った。 
 

４．環境負荷低減への活用検討 

ここでは、まず、二酸化炭素排出量削減技術につい

て、ITS 技術に限らず、道路交通分野、自動車分野、

エネルギー分野など幅広に事例を収集・整理を行った。 
次に、都市規模を「大都市」、「地方中心都市」、「小

規模市町村」に分け、それぞれの規模での低炭素社会

に向けた望ましいライフスタイルと、それを実現する

ための技術との関係を示すマトリクス表を作成した。

図―２に「大都市」において目指すライフスタイルの

イメージを示す。これらのライフスタイルの中から

ITS を活用することで、望ましいライフスタイルの実

現を促進することが可能なものについて抽出した。 
最後に、整理結果を各都市で活用することを念頭に

置き、具体的な都市として豊田市を想定し、適用シミ

ュレーションを行った。 
 

 
 

図－２ 大都市におけるライフスタイルのイメージ 

図－１ パークアンドライドシナリオの整理結果（例） 

場面(シーン）
シーン①
自宅出発前の情報提供

シーン①’
高速道路/一般道上での情報提供
※直轄国道を想定

シーン②
Ｐ＆Ｒ駐車場手前での情報提供

シーン③
鉄道駅周辺での情報提供

概要

出発前に情報を事前に入手し、パークアンドライドを行うかど
うかの判断、出発時間・経路の判断を行う。

高速道路や一般道を走行している途中で、パークアンドライド
を行うかどうかの判断を行う。
パークアンドライドを行う場合は、乗り継ぎ先の駅等を判断し、
その近傍にあるパークアンドライド駐車場までの経路を判断す
る。

パークアンドライドを行う場合は、乗り継ぎ先となる駅の近傍
にある駐車場を探し、駐車場までの経路を判断する。

・鉄道駅周辺において、パークアンドライド駐車場から駅まで
の経路案内、公共交通の詳細情報（鉄道等の運行情報、乗り
継ぎ時刻情報、バリアフリー情報等含むホーム等への経路案
内等）を提供することにより、公共交通での移動を支援する。

自宅

目的地
（会社、観光地等）

Ｐ

鉄道駅

ＶＩＣＳビーコン
Ｐ＆Ｒ
情報板

ＣＣＴＶカメラ

（ＧＰＳ付きバス車両）

シーン①　自宅出発前での情報提供

シーン②　Ｐ＆Ｒ駐車場手前での情報提供

シーン③　鉄道駅での情報提供 シーン④　電車・バス車内での情報提供

シーン⑤　道路での情報提供　（Ｐ＆Ｒ駐車場～目的地）
（Ｐ＆Ｒを利用しない場合）

■　情報ニーズ
・Ｐ＆Ｒを行った場合と行わなかった場合の所要時間、料金
・公共交通機関の運行情報
・利用経路上の道路の渋滞情報・事故情報

・インターネット、テレビ、ラジオ、携帯電話

鉄道駅

（駐車場）

鉄道

■　利用可能な機器

■　情報ニーズ
・乗り継ぎ対象駅周辺にある駐車場情報
　（自分の車種にあった空きありの駐車場情報、各駐車場の料金、
    駅までの距離、利用可能時間帯、ＥＴＣ等の利用可能性、Ｐ＆Ｒの
   割引制度の有無等）

・ＩＴＳ車載器（カーナビ）、テレマティクス（カーナビ）、道路情報板、駐車場
案内システム、携帯電話

■　利用可能な機器

■　情報ニーズ
・駐車場から鉄道駅までの経路情報
・鉄道の運行情報
・鉄道駅での乗り場案内情報
・鉄道駅から目的地までの乗り継ぎ情報

・ＩＴＳ車載器（駐車場から鉄道駅まで）、携帯電話、駅周辺の
  情報提供施設

■　利用可能な機器

■　情報ニーズ
・利用経路上の道路の渋滞情報・事故情報

・ＩＴＳ車載器（カーナビ）、テレマティクス（カーナビ）、道路情報板、
路側放送、ＶＩＣＳ、通常のラジオ

■　利用可能な機器

■　情報ニーズ
・公共交通機関の運行情報、所要時間
・利用経路上の道路の渋滞情報・事故情報

・車内情報板、携帯電話（インターネット通信サービス）
■　利用可能な機器

シーン⑥　帰宅時の情報提供
（Ｐ＆Ｒを利用した場合、Ｐ＆Ｒを利用しない場合）

■　情報ニーズ
・公共交通機関の運行情報、所要時間
・利用経路上の道路の渋滞情報・事故情報

・ＩＴＳ車載器（カーナビ）、テレマティクス（カーナビ）、ＶＩＣＳ、
 インターネット、ラジオ（地デジ等含む）、
携帯電話（インターネット通信サービス）

■　利用可能な機器
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東京湾アクアラインにおける ITS を活用した 
広域経路選択支援サービスに関する研究 

A Study on wide area route selection service using ITS on Tokyo Bay Aqualine 
（走行支援道路システム実運用化検討業務） 

（研究期間 平成 16 年度～平成 21 年度） 

高度情報化研究センター   室長   畠中 秀人  
高度道路交通システム研究室  Head   Hideto HATAKENAKA 
Research Center for   主任研究官  坂井 康一 
Advanced Information Technology  Senior Researcher Koichi SAKAI 
Intelligent Transport System Division 研究官   若月 健 

Researcher  Takeshi WAKATSUKI 
部外研究員  山下 大輔 
Guest Research Engineer Daisuke YAMASHITA 

 
Proving test of wide area route selection information provision was conducted on Tokyo Bay 

Aqualine. Wide area route selection information service is possible wider area using by 5.8GHzDSRC. 
This paper presents outlines and reports on the results of this proving test. 
 
 
［研究目的及び経緯］ 

大都市における都市内高速道路では渋滞が頻発する

ため、目的地への経路が複数存在する場合、分岐部に

おいてどの経路を選択するかによって、所要時間が大

きく変わる場合がある。 
 このため、従来から道路情報板の文字情報やラジオ

による音声情報により渋滞情報が提供されているが、

ある程度の土地勘がないと理解しづらい等の欠点があ

る。また、2.5GHz 帯を使用した VICS 簡易図形による

渋滞情報提供も行われているが、前方の所要時間の提

供はなく、情報提供される範囲も狭いため、都道府県

をまたがるような広域な経路選択には参考とはならな

い。 
このため、国土技術政策総合研究所では、都市高速

道路等を走行中のドライバにとって、より経路選択の

参考となるよう、ITS スポット通信(DSRC)を活用した

ナビゲーション画面及び音声による情報提供（広域経

路選択）の実用化に向けた研究を行ってきた。 
 

［研究概要及び成果］ 

１．ITS スポット（DSRC）を活用した情報提供 

ITS スポット（DSRC）を活用した情報提供には以

下のメリットが挙げられる。 
1) 提供できる情報量が多いため、従来の VICS 情報

に比べ広域（例えば都道府県や高速道路会社をまた

がる場合など）の道路交通情報の提供が可能。 
2)ナビゲーション画面による情報提供とともに音声

による情報提供を行うことが可能であり、ナビゲー

ション画面を必要以上に注視することが避けられ

る。 
 これらのメリットを生かしたサービスの早期実現・

普及を図るためには、これらの効果や課題を明らかに

することにより、道路利用者や道路管理者に利用のメ

リットや適用可能性を示していくことが必要である。 
 こうした背景のもと、広域経路選択情報提供の効果

評価に関するモニタ調査を実施することとした。 
 
２．モニタ調査 

（１）調査フィールド 

調査フィールドは首都高速道路湾岸線、東京湾アク

アライン及び館山道（図１）とした。東京湾アクアラ

インは、平成 21 年 8 月より料金社会実験が実施され、

期限付きではあるが、これまで 3,000 円であった普通

車の通行料金が ETC 搭載車の無線通行に限って 800
円となっており、渋滞する東京都心部（例えば首都高

湾岸線）の迂回ルートとしてこれまで以上に有効活用

されることが期待されている。 
このため首都高速道路湾岸線と東京湾アクアライン

の分岐手前である東扇島（東行き）において、横浜・

川崎方面から千葉方面へ向かう車両に対し、ITS スポ

ットによる広域経路選択情報提供（所要時間及び渋滞

状況を簡易図形（図２）と音声（図３）により情報提

供）のモニタ調査を実施することとした。 
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図１ 実証実験フィールド 

 

 

図２ 経路案内ビーコンで提供する簡易図形 

 

 
図３ 経路案内ビーコンで提供する音声 

 

（２）モニタの選定 

モニタは、東京湾アクアラインと首都高速道路湾岸

線を利用する物流車両とし、必要なモニタを 15 車両

選定した。選定した物流業者は、館山市、市原市、四

街道市、川崎市に所在している計４社とした。図４に

物流業者が実際に利用するルート例を示す。 
 
（３）調査方法 

 調査では、広域経路選択情報提供の受容性、有効性

を確認するため、表１の評価項目に関するモニタへの

アンケート調査、ヒアリング調査及び挙動データの収

集を行った。 
 

湾岸市川
本線料金所
湾岸市川
本線料金所

湾岸環八湾岸環八

空港中央空港中央

海ほたる海ほたる東扇島東扇島

東扇島東扇島

湾岸環八湾岸環八

空港中央空港中央

D社D社

 
図４ 物流業者のルート例 

 

表１ 評価項目 

分類 評価項目 

情報提供によるドライバへの影響 
（危険な挙動の有無等） 
情報提供に対するドライバの理解度 

広域経路選択情

報提供の受容性

情報提供の確実性 
広域経路選択情

報提供の有効性

情報提供による経路変更の検討の有無 

 
（４）調査結果 

評価項目に基づく調査の結果、広域経路選択情報に

よって危険な挙動を示すモニタは見られなかった。ま

た、東扇島（東行き）を通過する際、ほぼ全てのモニ

タが広域経路選択情報を認知していた。ただし、今回

分析対象とした期間（平成 22 年 2 月～3 月）では、予

定された運行経路の渋滞が少なく、広域情報提供を受

けた結果、経路を変更したモニタは見られなかった。

しかし、同時に行った物流業者 4 社へのヒアリングで

は、内 3 社が運行効率のよいルートが選択できること

を評価しており、調査結果全体を見れば、広域経路情

報提供の有効性が示されたものと考える。 
 
［成果の発表］ 
平成 22年 10 月に釜山で開催される第 17回 ITS 世界

会議で成果の発表を予定している。 
 
［成果の活用］ 
 広域経路情報提供に関心を持つ高速道路会社等に対

し、本研究成果に基づく情報提供、意見交換を行い、

サービスの普及を図る。 

現在の首都高速湾岸線神奈川地区東行きの情報をお知ら

せします。 

所要時間のお知らせです。宮野木 JCT まで湾岸線経由で●

●分ほど、アクアライン経由で▲▲分ほどかかっています。

渋滞のお知らせです。湾岸線東行きの■■を頭に 3km 程渋

滞しています。以上です。 
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高速道路サグ部における交通円滑化支援システムに関する研究 
Research of Traffic Flow Smoothing Cruise-Assist Systems at Sag Sections of Expressways 

（中日本高速道路における ITS 技術の試行調査） 
（東名高速における ITS 技術の試行調査運営業務） 

（走行支援道路システム実運用化検討業務） 
（研究期間 平成 18～21 年度） 

高度情報化研究センター   室長    畠中 秀人 

高度道路交通システム研究室  Head    Hideto HATAKENAKA 
Research Center for Advanced  主任研究官   坂井 康一 
Information Technology   Senior Researcher  Koichi SAKAI 
Intelligent Transport System Division  研究官    若月 健  

Researcher   Takeshi WAKATSUKI 
部外研究員   佐藤 章博 

Guest Research Engineer  Akihiro SATO 
 

We are conducting research and development of traffic flow smoothing cruise-assist services 
applying AHS (Advanced cruise-assist Highway Systems) based on the concept of ‘Smartway’, to 
integrally realize diverse ITS services through road-vehicle cooperation. As a part of the approach, we 
have conducted research to create a practical lane utilization rate optimization service for sag 
sections: locations of frequent congestion on intercity expressways in Japan.  

 

［研究目的及び経緯］ 
我が国の都市間高速における渋滞発生状況の内訳を

みると、ETC の普及で料金所渋滞が大幅に減少し、上

り坂およびサグ部（勾配が下り坂から上り坂にゆるや

かに変化する場所）が約半数を占めるに至っている。

そのため、上り坂およびサグ部における渋滞対策の実

施が急務となっている。 
このような背景の下、高度道路交通システム研究室

では、平成 19 年より試行運用を開始した「次世代道路

サービス」の一環として、路車協調による走行支援道

路システム (AHS ： Advanced cruise-assist Highway 
Systems)の技術を活用したサグ部円滑化走行支援サー

ビスの開発に取り組んできた。 
円滑化走行支援サービスとは、道路状況把握センサ

によって渋滞発生前の道路全体の交通状況を把握し、

交通状況に応じて、ITS スポット(DSRC：Dedicated 
Short Range Communication)により、路側に設置した情

報提供アンテナから車内の ITS 車載器を通じてドライ

バに情報提供を行い、適切な運転行動を促すことで渋

滞削減を図るものである（図１参照）。その一環として、

渋滞発生前の交通現象として知られる車線利用の偏り

を適切な内容・タイミングの情報提供により均等化し、

断面交通容量を効率的に利用することで渋滞を削減す

る“車線利用率適正化サービス”の実用化に向けた検

討を進めてきた。 

［研究内容および成果］ 
１．車線利用率適正化サービスの立案 

これまでに、車線利用率適正化サービスの具体化に

資するための基礎調査として、我が国の代表的なサグ

渋滞箇所である東名高速道路（下り線）大和サグ部（片

側３車線）を対象として渋滞発生前後における交通現

センサ技術

路車間通信技術

ITS車載器

追越車線混雑
センサ技術

路車間通信技術

ITS車載器

追越車線混雑

図 1 円滑化走行支援サービスのイメージ
（車線利用率適正化サービス） 

追越車線混雑 
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象特性の分析・把握を行った。その結果、サグ区間に

おける渋滞発生前の重交通状況下では、１）追越車線

への車線利用の偏りは、サグの底から約 1.5km 上流で

概ね形成される、２）サグの底付近で追越車線への車

線変更が多発し、それが減速波を誘発する一要因とな

る、等の知見を得た。 
上記を踏まえ、より一般的なボトルネック地点にお

ける車線利用率適正化を目指し、ドライバに対して３

段階で情報提供するサービスを立案した。具体的には、

サグ底部より上流において最初に「車線変更依頼メッ

セージ」により追越車線から走行車線に車線変更を促

し、次にサグ底部付近で「車線維持依頼メッセージ」

により、走行車線の維持を促し、最後に「サービス終

了メッセージ」によりサービス区間の終了を知らせる

ものである。なお、情報提供を行う方法としては、ITS
車載器を用いたナビ画面による方法の他に、有効と考

えられる LED 表示板による方法についても以下に示

す実験により検証する。 
２．ドライビングシミュレータを用いた実験 

立案したサービスを公道で実施するに先立ち、平成

20 年度までに、ドライビングシミュレータを用いた情

報提供実験を行った。その結果、情報提供により走行

車線への車線変更行動が見られるなど、その効果が確

認できた。なお、情報提供したことによる被験者の危

険な行動はみられなかった。 
３．東名高速道路大和地区での社会実験 

（１）社会実験の実施 
これまでの検討を踏まえ、平成 21 年度にはサービス

の実用化に向け、東名高速道路大和サグ部においてサ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ービスに必要な機器の設置、システムの構築を行い、

情報提供を試行する社会実験を行った（図２参照）。 
社会実験では、一般から募集した特定被験者に対し、

LED 表示板及び ITS 車載器による情報提供を実施し、

サービスの受容性等の検証を行った。また、LED 表示

板による情報提供は全ての通過車両に情報提供される

ため、そこを通過した一般ドライバへのアンケート調

査やサービス効果の評価等も実施した。 
（２）実験結果 
 情報提供時の被験者の挙動を分析した結果、急減速、

急ハンドル等の危険な挙動はみられなかった。 
情報提供を認知した割合は、ITS 車載器による情報

提供の方が高く、情報提供による車線変更行動・車線

維持行動が見られ、車線利用率の適正化に寄与するこ

とを示した。LED 表示板については、当実験では路側

に設置したためドライバから見づらく認知率が低かっ

たが、門型柱や中央分離帯等の見やすい位置に設置で

きれば効果が期待できると思われる。 
［成果の発表］ 
・平成 21 年 11 月に開催された第 29 回交通工学研究発

表会にて「ドライビングシミュレータを用いたサグ部

円滑化走行支援サービス効果の検証」について論文発

表。 
・平成 22 年 10 月に釜山で開催される第 17 回 ITS 世界

会議で成果の発表を予定している。 
［成果の活用］ 
 当該サービスに関心を持つ高速道路会社等に対し、

情報提供、意見交換を行い、サービスの適用可能性、

実用化に向けた検討の際に活用する。 

サグ底部

車線維持依頼区間
（※約1,000m程度）

交通量検出用
センサ

（画像トラカン）

渋滞検出用センサ
（レーザー型AHSセンサ）

LED表示板

LED表示板局舎

路側処理装置

情報提供用アンテナ
（5.8GHz DSRC）

サービス終了位置

▼
車線利用適正化位置

▼
サービス開始位置

▼

車線変更依頼区間
（※約1,200m程度）

LED表示板

ピ！ この先、追い越し
車線が混雑しています。
渋滞防止のため、走行
車線を走行願います。

ピ！ 渋滞防止のため、
走行車線をなるべく
キープ願います。

ピ！ ご協力
ありがとうござ
いました。

図２ 東名高速道路大和地区での社会実験概略図 
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EMV 決済システムに関する共同研究 
Joint research on EMV clearance system 

（DSRC 通信を利用した車利用型 EMV 決済システムに関する評価の実施手順検討等業務） 
 

（研究期間 平成 21 年度～22 年度） 

 高度情報化研究センター 高度道路交通システム研究室 室  長 畠中 秀人 

 Research Center Head Hideto HATAKENAKA 
 for Advanced Information Technology 主任研究官 鹿野島 秀行 

 Intelligent Transport System Division Senior Researcher Hideyuki KANOSHIMA
 研究官 小川 倫哉 

 Researcher  Michiya OGAWA 
 

The purpose of this study is to develop the EMV clearance system using a vehicle-infrastructure 
communication system utilizing 5.8GHz DSRC (Dedicated Short Range Communication) 
technologies. 
 

［研究目的及び経緯］ 

国土技術政策総合研究所（以下、「国総研」という）で

は、平成 17 年 2月から 18 年 3月までの約 1年間、官民

共同研究「次世代道路サービス提供システムに関する共

同研究」を実施した。この中で、次世代道路サービスを

構成する３つのサービスである「①道路上における情報

提供サービス」、「②道の駅等情報接続サービス」、「③公

共駐車場決済サービス」のそれぞれのサービスを実現す

るためにシステムの概要、システムの概略構成について

検討を行っている。その後の研究により、①、②につい

ては、サービスの有効性確認、普及展開へ向けた標準仕

様の策定がおおむね完了している。一方、③については、

サービスの有効性が確認された段階であり、今後、標準

仕様の策定に向けた検討を行うこととしている。 

本研究は、この「公共駐車場決済サービス」について、

各種装置の開発及び標準仕様の策定に向けたとりまとめ

を行うものである。本サービスは、国総研が主導して実

施した前述の官民共同研究において、次世代道路サービ

スの１つとして検討を行ってきたものであり、本共同研

究はそのより具体的な検討と位置づけられる。また、「公

共駐車場決済サービス」は、「道路上における情報提供サ

ービス」の実現のために国総研が研究開発を行ってきた

路側機を EMV 仕様*に対応するものとすることにより実現

が可能である。以上から、本研究は国総研が主導して実

施することとした。 

 

*EMV 仕様： Europay，Mastercard，VISA International

の 3 社が取り決めた、IC クレジットカード

の世界共通規格 

図１ 公共駐車場決済サービスのイメージ 
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［研究内容］ 

本研究で想定している公共駐車場決済サービスのイメ

ージを図１に示す。本サービスは、ITS スポット（DSRC）

を介して、キャッシュレス料金決済を実現する。また、

EMV 仕様に準拠した汎用の IC クレジットカードを用いる

ことで、新たな登録手続きを行う必要がなく本サービス

を利用することができる。なお、本研究のフィールドと

しては公共駐車場を想定しているが、これ以外にもドラ

イブスルーにおけるキャッシュレス料金決済を始めとし

た応用が期待される。 

本研究では、車利用型 EMV 決済システムを構築し、こ

のシステムの動作確認等の検証を行うこととしている。

公共駐車場における決済サービスを想定した本システム

の基本構成は図２のとおりである。このシステムは、EMV

決済処理を行う EMV 装置、駐車場を管理する管制機、路

車間通信を行うための路側機・車載器から構成される。

路側機以外は、民間メーカが開発を行ってきた機器をベ

ースとすることから、民間メーカと協力して研究を行う

共同研究の形態をとることとした。研究協力者について

は、一般に公募して協力者を募った。 

 

［研究成果］ 

平成 21 年度は、前述の共同研究「DSRC 通信を利用した

車利用型 EMV 決済に関する共同研究」を平成 21 年 11 月

より開始した。共同研究の期間は平成 22 年度末までを予

定している。この共同研究の研究項目及び分担を表１に

示す。国総研では検証用の EMV 対応路側機を開発すると

ともに、実証実験の計画を策定した。 

 

［今後の課題］ 

 平成 22 年度は、平成 21 年度に開発した検証用 EMV 対

応路側機に、各機器との接続を行うためのインタフェー

スを実装し、検証用の車利用型 EMV 決済システムを構築

する。そして構築したシステムを公共駐車場へ導入し、

実証実験を行うことで、サービスの有効性を検証するこ

ととしている。  

図２ 車利用型 EMV 決済システムの基本構成 

※決済サーバについては設置しない場合もある 

EMV装置

EMVカーネル

ドライバ（路側機、
DSRC管理装置）

EMV決済アプリケー
ション

路側機

管制機

クレジットカード
システム

DSRC

カード認証 管制機メーカー

車載器メーカー国総研

クレジットカード
会社

EMVベンダー

車載器

決済サーバ

表１ 研究項目及び分担 

研究の分担

研究項目
研究分担

国総研 共同研究者

EMV決済装置の開発 ◎

EMV対応路側機の開発 ◎

EMV対応管制機の開発 ◎

EMV対応車載器の開発 ◎

各種装置の相互接続試験 ◎ ○

とりまとめ ◎ ○

◎：主担当 ○：分担
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DSRC を用いた情報提供サービスの標準仕様化に関する研究 
Research on technical specifications for information provision service with DSRC 

（DSRC を活用した情報提供サービスの仕様作成） 
（安全運転支援システムに関する仕様作成） 
（走行支援道路システム実運用化検討業務） 

（研究期間 平成 16 年度～平成 21 年度） 

高度情報化研究センター    室長  畠中 秀人  
高度道路交通システム研究室   Head  Hideto HATAKENAKA 
Research Center for    主任研究官 鹿野島 秀行 
Advanced Information Technology   Senior Researcher Hideyuki KANOSHIMA 
Intelligent Transport System Division  研究官  岡本 雅之 

Researcher Masayuki OKAMOTO 
研究官  上田 善久 
Researcher Yoshihisa UEDA 

 
The ITS Spot Services contains Information Supply Services, Information Access Services, Fee 
Collection Services etc. with vehicle-infrastructure communication between road side units and ITS 
on-board units utilizing 5.8GHz DSRC. The aim of this research is to examine technical specification 
of the equipment and interface between them. 

 
 
［研究目的及び経緯］ 

１．経緯 

国土交通省では、道路と車と人を情報で結ぶ ITS 技

術を統合して組み込んだ、高度な道路交通のインフラ

となる次世代の道路「スマートウェイ」の展開を推進

している。スマートウェイにおける次世代路車協調シ

ステムの通信機能の中心になるものは、高速で大容量

の双方向通信を可能とする 5.8GHz 帯 DSRC（Dedicated 

Short Range Communication：スポット通信）である。

一つの車載器により VICS、ETC に加え、道路上におけ

る情報提供サービス、道の駅等における情報接続サー

ビス、決済サービス等（以下、「ITS スポットサービス」

という）の多様なサービスを利用できる車内環境の実

現に向け、平成 17 年より図 1 に掲げる官民共同研究を

はじめとし、研究開発を行ってきた。 

民間事業者との共同研究 

サービスの具体化検討(提言から 3 つのサービスを想定)

各サービスに対するニーズ整理

プラットフォームを構成する機器の機能要件の整理 

「ITS、セカンドステージへ」の提言 

規格・仕様の策定 

スマートウェイ実用化 

実証実験

 
図 1 官民共同研究の位置づけ 

 

官民共同研究は、平成 16 年 8 月にスマートウェイ推

進会議による提言「ITS、セカンドステージへ」を受け、

官民の様々な ITS サービスのうち、新たな道路サービ

スを実現する上で必要となる路側無線装置の機能、ITS 

車載器の機能、ITS スポットにおける各種通信の仕組

み、実用化にあたり共通に定めるべき技術基準を策定

するため、公募したメンバーによって検討及び実証実

験を行った。共同研究では、ITS スポットにて実現す

るサービスとして、以下の 3 つを想定して検討を行っ

た。 

①道路上における情報提供サービス 

②SA･PA や道の駅における情報接続サービス 

③決済サービス 

国土技術政策総合研究所(以下、「国総研」という)

では、路側無線装置及び ITS 車載器の試作開発を行い、

平成 18 年 3 月に「次世代道路サービス提供システムに

関する共同研究 報告書」として共同研究結果をとりま

とめた。この報告書は、国総研資料第 319 号として公

表している。なお、平成 18 年 4 月以降は、共同研究の

成果を踏まえたスマートウェイの技術検討を行うため、

企業からの意見を取り入れる場として「次世代道路シ

ステム技術検討ワーキンググループ（ITR 技術検討

WG）」を構成し、技術検討を行っている。 

国総研では、共同研究の成果及びその後の実証実験
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結果を踏まえ、技術資料をまとめ、本研究により標準

仕様の策定を行ってきた。 

［研究概要］ 

ITS スポットは、図 2に示すように「路側機」、「ITS

車載器」、「路車間通信」により構成される。 

基本API・共通セキュリティ
（共通に利用される機能）

個別アプリケーション

路車間通信機能 路車間通信機能

ITS車載器 路側機

路車間通信

カーナビ機能

基本API・共通セキュリティ
（共通に利用される機能）

基本API・共通セキュリティ
（共通に利用される機能）

個別アプリケーション

路車間通信機能 路車間通信機能

ITS車載器 路側機

路車間通信

カーナビ機能

基本API・共通セキュリティ
（共通に利用される機能）

 
図 2 ITS スポットの構成 

 
ITS スポットサービスの概要について紹介する。 

１）情報提供サービス 

広域な道路交通情報提供サービス、安全運転支援情

報提供サービス、ハイウェイラジオ情報音声提供サー

ビス、プローブ情報サービス、リクエスト型個別通信

サービス（将来イメージ）を提供するものである。 

２）情報接続サービス 

道の駅や高速道路上の SA/PA などの場所に設置され

た路側無線装置より、停車中の車両に搭載された ITS

車載器に対して情報を提供するサービスである。 

３）決済サービス（将来イメージ） 

汎用 IC カードを利用した決済を行うサービスであ

り、今後実用化される予定のサービスである。 

 

［研究成果］ 

路側無線装置およびセンター装置群等の仕様につい

ては、これまでの官民共同研究の成果や、実証実験の

結果を踏まえ、全国展開に向けた仕様書案として、平

成 19 年から平成 21 年度にかけて下記のものを策定し

た。 

１）路側無線装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

情報提供サービス、道の駅・SA・PA 等における情

報接続サービス、決済サービス共通に用いる路側無

線装置について規定したものである。 

２）中央処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

提供情報の編集／配信、路側無線装置及びセンタ

ー装置群の監視制御等の管理を行う「中央処理装

置」、および、セキュリティ機能で用いる鍵の設定

や路側無線装置のソフトウェアを更新する際に用

いる「路側無線装置鍵設定装置」を規定したもので

ある。 

３）音声処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

道路交通情報等の内容を音声で提供するための、

TTS（音声合成記号）を作成する音声処理装置を規

定したものである。  

４）センター間インタフェース（DSRC：スポット通信）

仕様書（案） 

中央処理装置と音声処理装置、鍵設定装置、提供

情報集約サーバの間、プローブ処理装置とプローブ

統合サーバの間の通信における物理回線、論理パス、

プロトコルを規定したものである。  

５）プローブ処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書

（案） 

車載器が路側無線装置に送信するプローブ情報

を収集し、代表地方整備局に設置するプローブ統合

サーバへ送信する装置を規定 

６）情報接続処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書

（案） 

ITS車載器と路側無線装置の間でのIP通信による

道路情報や地域情報等の提供を行う情報接続処理

装置を規定したものである。 

７）路側センター間インタフェース仕様書（案） 

路側無線装置とセンターの間での通信インタフ

ェースを規定したものである。 

 
 

情報接続装置に係るシステム 

高速道路会社○○支社 

VICS センター
日本道路交通情報

センター 

道路管理者

代表地方整備局

（イントラ）

施設中央システム 

リクエスト型
処理装置 

運輸業者・物流
事業者等サーバ

2.5G-C2 
交通管制システム 

画像集配信
装置 

音声処理装置

画像処理装置

センター装置群 RSU 鍵 
設定装置 

プローブ 
処理装置 

路側センサ群 路側処理装置

RSU 

OBE OBE 

路車間通信 2.5G-VICS 

対応車載器 

本仕様書の範囲

将来

2.5G-BS 

インター
ネット網

事務所/ 

道の駅/SA/PA 
情報接続
処理装置

RSU 

OBE OBE

5.8G-C2 

情報提供装置に係るシステム 

C1 

プローブ 
統合サーバ 

提供情報 
集約サーバ

道路管理者
（イントラ）

 
図 3 ITS スポットサービスを実現する機器の構成 

 
［成果の発表］ 
本成果は、国総研資料第 571 号として公表している。 
 

［成果の活用］ 

スマートウェイにおける次世代路車協調システム

の通信機能の中心になる ITS スポットに関する規格・

仕様は、官民が一体となり取り組んだことで策定され、

スマートウェイが全国に展開される段階にある。 
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道路管理におけるプローブ情報の活用に関する研究 
Study on utilizing DSRC probe data in road operation and management 
（プローブ情報の活用方策に関する検討） 
（東日本高速道路における ITS 技術の試行調査） 

 

（研究期間 平成16～24年度） 

高度情報化研究センター 高度道路交通システム研究室       室 長   畠中 秀人         

主任研究官   鹿野島 秀行 
主任研究官   坂井 康一 
研 究 官   重田 良二 
研 究 官   若月 健   

［研究目的及び経緯］ 

 国土技術政策総合研究所では、ITS スポット（DSRC：Dedicated Short Range Communication）を利用した次世代道

路サービスの研究開発を行っている。ITS スポット（DSRC）は双方向の大容量通信が可能であるという特徴を持って

おり、これまでその特徴を活用した様々なサービスの実現について検討されてきたが、その一つとして、車両の位置情

報等を収集するプローブシステムへの活用が期待されている。同技術は、路側センサと比較して広範囲に道路管理に関

わる情報の収集が可能であるため、道路管理業務の効率化・高度化を低コストに実現することが可能である。 
 本研究は、このプローブ情報の道路管理への活用を検討するものであり、平成 21 年度は、プローブ情報を用いた CO2
排出量推計手法や渋滞状況の把握手法に関する検討を行うとともに、積雪寒冷地における路面・視程状況の検出手法等

に関する検討を行った。 
 

交通安全情報提供のための歩行者行動モデリングに関する研究 

Pedestrian behavior modeling for safety information provision  
（研究期間 平成20～22年度） 

高度情報化研究センター 高度道路交通システム研究室    室 長   畠中 秀人 

主任研究官   鹿野島 秀行 

研 究 官   重田 良二  

［研究目的及び経緯］ 

 交通事故死者の3割以上が歩行中の事故によるものである。歩行者の事故は一旦発生すると被害が大きく、重点的に

安全対策を行うべき分野である。新たな歩行者事故防止対策として、ITS による車両への注意喚起情報提供等が考えら

れ、近年では歩行者用の携帯ＤＳＲＣ端末により歩行者位置情報の取得が可能になる技術も提案されている。しかし、

車両以上に自由度の高い歩行者の移動パターンを検知し過不足ない安全情報提供を行うためには、路上での歩行者行動

パターンをより詳細に把握しておくことが必要である。 

本研究は、ドライバへの歩行者情報提供による交通安全対策の有効性検討に向けて、路上での歩行者行動モデリング

を行うものである。21年度は、ドライバへの有効な情報提供手法を検討するため、歩行者の横断確認行動および車両の

安全確認行動にかかる実態調査・データ分析を行うとともに、ドライバに対する歩行者情報の提供に必要な技術的観点

の具体案について整理した。 
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情報提供によるドライバ行動の汎用的な効果評価手法に関する研究 
Study on the general evaluation method of the driver behavior by information provision using ITS 

（研究期間 平成21～23年度） 

高度情報化研究センター 高度道路交通システム研究室    室 長   畠中 秀人 

主任研究官   坂井 康一 

研 究 官   若月 健 

［研究目的及び経緯］ 

 交通事故、渋滞、環境、災害等の様々な課題の解決方法として、情報技術の活用が検討されている。中でも、利用者

の行動変更を図る情報提供は、安全運転支援やモビリティマネジメント、災害時の避難誘導など様々な場面での効果が

期待されている。これらの情報提供技術を施策として各地へ普及・展開するためには、施策導入に伴う種々の便益の定

量化が求められる。またその手法も個別課題に応じた検討ではなく、より汎用的な導入検討・評価パッケージの構築が

求められている。しかし、既存の情報提供技術検討の多くが実用化のための技術開発に重点を置いており、情報提供に

よる人の行動変化等の効果を確認するための評価項目や計測方法の体系化がなされているとは言い難い。 

そこで本研究は、情報提供施策の一例であり、情報提供実験における行動データ収集の蓄積があるITSサービスに着

目し、様々な側面からITSサービスの便益評価に必要な項目を定義した上で、標準的なITSサービスの効果評価パッケ

ージの構築を目指すものである。平成21年度はスマートウェイでこれまで実施されてきた、試験走路、ドライビングシ

ミュレータ、公道における各種実験結果のデータを用いて、ドライバ行動と情報提供の関連性や、必要な評価項目及び

評価手法等を整理した。 
 
 

ITS の国際標準化に関する研究 
Research on standardization of Intelligent Transport System 
（ITS 国際標準化国内分科会等動向把握業務） 
（ISO 標準化対応案作成支援業務） 
（ITS の最新技術に関する動向調査業務） 

（研究期間 継続的に実施） 

 高度情報化研究センター 高度道路交通システム研究室           室   長    畠中 秀人 
主任研究官    鹿野島 秀行 
研 究 官    小川 倫哉 

［研究目的及び経緯］ 

 国土交通省が推進するスマートウェイは、路車協調システムであり、道路にインフラを整備する必要がある。そのため、基

本的には政府がインフラ調達の主体となるが、WTO/TBT協定により、政府調達には既存の国際標準を用いることが求められて

いることから、他の民間主体の標準化活動に比べ、ITSの標準化に関する国際標準化の重要性・必要性が高い。もし、国際標

準化活動を行わなかった場合、調達コストの高騰（標準に適合させるための二重の開発コストが必要、海外企業参入の阻害に

よる不適正な競争）、貿易障壁（国際標準と異なる仕様による調達）、日本のシステムの海外普及に対する阻害（国際競争力の

低下）といった影響が考えられる。  

本調査は、上記のような事態を避けるため、国内外の標準化動向を把握し、標準化動向に対する日本の道路行政の側面を踏

まえた対応方針案を検討することにより、日本が開発する技術や基準の国際標準との整合性確保を行うことを目的としている。 

平成21年度は、ISOにおけるITSの国際標準化組織であるTC204の標準化動向や、国内外のITSに関連するプロジェクト等

の動向を、ITSの標準化に関する国際会議及び国内会議における審議内容からの情報収集、会議に参加しているメンバーに対

するヒアリング、公開情報の収集等により調査した。そして、ITSに関する国際標準化の議論に関して、日本の道路行政の側

面を踏まえた対応方針案の検討を行った。この検討を行うために、道路行政関係者等を招集した会議（インフラステアリング

委員会及びISO/TC204/WG16国内分科会のサブワーキングであるDSRC関連国際標準検討会）を開催した。 

また、欧米の動向調査として、道路課金に関する内容、ITS施策に関する内容を中心に調査した。欧州では、欧州委員会で

欧州ITS行動計画が採択され、これに基づいたITSの施策が進められていることに加え、欧米が協力関係を強化していること

など、欧米のITS分野において大きな進展が見られており、国際標準化の議論で日本が孤立しないように対応を行うことが急

務となっている。 
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道路災害リスク管理技術の検討 
Study on road disaster management technology 

 
（研究期間 平成 21 年度） 

 
危機管理技術研究センター        地震災害研究官 運上 茂樹 

 Research Center for Disaster Risk Management  Research Coordinator  Shigeki UNJOH 
危機管理技術研究センター地震防災研究室 室長 高宮 進 

 Research Center for Disaster Risk Management  Head Susumu TAKAMIYA  
 Earthquake Disaster Prevention Division 研究官   本多 弘明 
      Researcher       Hiroaki HONDA 
 

Disaster mitigation measures against heavy rains and earthquakes have been implemented to 
enhance the safety of roads. However, under the recent limitation of the investment for the disaster 
mitigation, it is one of the important issues to select the appropriate prioritization among several 
vulnerable facilities so as to achieve the maximum efficiency. In this study, the disaster risk evaluation 
method to identify the priority was proposed in consideration of the disaster risks of each facility and 
the road network functions in the area. 
 
［研究目的及び経緯］ 

 地震や豪雨等の自然災害が多発するわが国において

は、道路災害を軽減し、道路交通の安全確保を図るこ

とは重要な課題の１つである。そのため、これまで道

路防災対策が積極的に進められてきたところであるが、

道路災害リスクの評価や防災対策の優先度の決定にお

いては災害の種類毎の対策など既往の経験等に基づく

部分も多く、改善すべき点も残されている。 

本検討は、今後の道路防災対策の効果的な実施に資

することを目的とし、豪雨や地震など各種の災害を、

その影響と発生確率の積として表されるリスクという

指標で統一的に評価するとともに、道路災害の危険性

や道路防災対策を実施した場合の効果を個別施設毎の

みならず、道路ネットワークとして定量的に評価する

手法を提案したものである。 

また、複数の道路災害を考慮したある地域の道路ネ

ットワークを検討対象として、本提案手法を適用し、

どのような優先順位で対策を実施していくのが地域に

とって最も効果的になるかについて試算的に検討し、

提案手法の有効性を検証したものである。 
 
［研究内容］ 

１．豪雨、地震災害を想定した道路の災害リスク評価

手法の提案 

豪雨、地震等に対する個々の施設の道路災害リスクと

ともに、道路ネットワークとしてのリスク評価を行う道

路災害リスク評価手法を提案した。 
２．道路防災対策の効果比較・戦略に関する検討 

１．で提案したリスク評価手法を、ある地域におけ

る仮設定した被害想定に適用して、災害対策の優先度、

ハード及びソフト両面からの災害対策法等の道路防災

対策の効果比較を行い、効果的な防災戦略を検討した。 

 

［研究成果］ 

１．地震、豪雨の大規模災害を想定した道路の災害リ

スク評価手法の提案 

本検討で提案する道路の災害リスクの評価手法の概要

は、以下の通りである。 
１）災害リスクの評価にあたっては、地震、津波、豪

雨、洪水の４つの自然災害を対象とし、それぞれの

発生確率を考慮する。 
２）道路構造物としては、橋梁・取付盛土、盛土、斜

面（落石･崩壊、岩石崩壊、地すべり）、トンネル

（本体･坑口斜面）を対象とし、個々の道路構造物

の被災程度を想定し、直接被害と間接被害に区分し

て影響度を推定する。 
３）直接被害としては、人的被害と物的被害（復旧費

用）、間接被害としては、道路を利用できないことに

より発生する迂回交通損失、待機時間損失及び孤立

集落の発生等の道路ネットワークとしての間接被害

を評価する。本手法では、これらの被害額と発生確

率の積を被害リスクと定義し、金額として算定する。 
４）対象道路の結節点をノードに設定し、ノード間を

結ぶ道路をリンクとして設定する。リンクの迂回交

通損失は、広域交通を考慮して評価する。 
なお、従来の一般的なリスク評価は、個々の施設が中
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心であったが、本検討では、道路ネットワークとしての

災害リスクの評価手法を新たに導入したものである。 
２．道路防災対策の効果比較・戦略に関する検討 

上記１．の手法を用いて、道路防災対策の効果の比

較試算を行い、効果的な戦略方法、ハード対策のみな

らず人的被害を軽減するためのソフト対策（避難対策）

を組み合わせた防災事業の効率性の評価に関する検討

を行った。 

まず、防災対策の基本的な考え方であるが、道路ネ

ットワークの機能を評価する指標としては、以下の４

つの指標が考えられる。 

① 到達可能性    ② 所要時間 

③ 最短距離     ④ 処理交通量 

実際の災害時には、例えば、災害直後は①が重要で

あるが、時間とともに、②や④も重要になってくるな

ど、時間とともにその機能が変化する。本検討では、

災害直後に最低限求められる①到達可能性の機能に主

眼をおくとともに、対策を進める際の道路リンク単位

の防災対策効果として、図-1 に示すような効率性を評

価する２段階の手法を提案し、試算を行った。 

図-2 は、試算対象としたある都市の道路ネットワー

クを示したものである。ここに、地震と豪雨に対する

施設別の被害を仮定し、防災投資期間として５年を想

定し、この投資範囲内での防災投資効果を試算した。

試算は各種のパターンに対して検討したが、ここでは、

以下の２パターンを代表例として示す。 

①箇所別のみで優先順位の設定、ハード対策のみ 

②優先リンク評価、ハード・ソフト対策併用 

 図-3 は、上記２パターンの５カ年間の被害リスクの

評価結果を示したものである。これによれば、ネット

ワーク全体の被害リスクの低減効果は、箇所別費用効

率性の高い箇所を優先する従来の一般的な手法(a)の

効果が高く評価されることがわかる。これはある大き

な個別危険箇所があれば、それが解消されることによ

る。ただし、リンク数（危険箇所が解消されていない

リンクの総数）を見ると、箇所別の対策ではリンクと

しての連結性は向上しない評価結果となる。一方、リ

ンクの連結性の向上を目的として対策費用が低いリン

クの対策を優先した(b)の結果によれば、大きな危険

箇所が解消しないため、被害リスクは大きく減少しな

いが、リンクの連結性は大幅に高くなっている。 

このように本提案手法を用いることにより、地域

特性に応じて有効な防災対策の効果を定量的に評価

することができる。 

 

［成果の活用］ 

防災対策の優先順位の設定法としてとりまとめ、国

土交通本省の道路部門における防災対策への活用に提

案予定である。                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 道路リンクの防災対策効果の評価手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 試算対象とした道路ネットワークと 

仮定した個別施設被害箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 箇所別に優先順位評価とハード対策のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 優先リンク評価とハード・ソフト対策 

図-3 ネットワーク全体の被害リスクの試算例 

図-2 災害情報マネジメント支援ツール 
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地震後の土砂災害警戒避難基準雨量運用に関する調査 
Study on the warning information system based on precipitation for sediment-related disasters to the 
affected area of the earthquake 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 
危機管理技術研究センター砂防研究室     室長   小山内信智 
Research Center                                  Head         Nobutomo Osanai 
For Disaster Risk Management             主任研究官         清水 孝一 
Erosion and Sediment Control Division          Senior Researcher  Yoshikazu Shimizu 

              研究官             林 真一郎 
                                                    Researcher        Shin-ichiro Hayashi   

 
In order to make the standard to set and cancel the warning information based on 

precipitation for sediment-related disasters to the affected area of the earthquake, we propose the 
new standard to set and cancel the warning information and compare the new standard with the 
standard operated now.  
 
［研究目的及び経緯］ 

土砂災害に対する警戒避難の施策の１つとして、平

成 17 年度から警戒避難基準雨量の考え方を基に土砂

災害警戒情報が都道府県の砂防部局及び気象庁から共

同で発表されている。土砂災害警戒情報の作成・発表

基準では，「60 分間積算雨量」と直列３段タンクモデ

ルを利用した「土壌雨量指数」の２指標を降雨指標と

して設定する土砂災害発生危険基準線（以下，CL）を

用いる手法が多く用いられている（図１）。  
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図１ 土砂災害警戒情報の発表基準の考え方 

平成 16 年新潟県中越地震等の規模の大きな地震後

には、地震発生前より小さな降雨によっても土砂災害

が発生する可能性があるため、警戒避難基準雨量の設

定を安全側にするため、CL の引き下げが行われている。  

現状、地震後の CL の引き下げにあたっては、通常

基準に暫定割合を乗じて引き下げを行っているが、そ

の根拠となる考え方や解除の基準等について、十分に

示されているとは言えない状況にある。 

本研究では，規模の大きな地震後の代表的な例とし

て、平成 16 年新潟県中越地震、平成 19 年能登半島地

震、平成 12 年鳥取県西部地震を対象にその後の災害発

生状況、降雨の状況について整理を行い、その結果か

らRBFN出力値を用いた新たなCL引き下げ基準（以下、

提案手法）、解除の基準について検討を行った。また、

検討結果の妥当性を検証するため上記３つの地震にお

いて提案手法と従来手法との比較を実施した。 

 

［研究内容］ 

①RBFN 出力値に基づいた CL 引き下げ基準の検討 

1996 年の気象庁の震度区分変更以降に発生した震

度６強以上を記録した地震を本研究の対象とした。そ

れらの地震の内、地震後の土砂災害の発生が多い等の

理由から平成 16 年新潟県中越地震（研究対象県：新潟

県）、平成 19 年能登半島地震（研究対象県：石川県）、

平成 12 年鳥取県西部地震（対象県：鳥取県、島根県、

岡山県）の事例を基に RBFN 出力値を用いた新たな CL

引き下げ基準、解除の基準について検討を行うことと

した。 

表１に本研究で検討した RBFN 出力値を用いた CL 引
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き下げ基準（提案手法）を示す。対象メッシュの震度

階と現行の CL の RBFN 出力値の引き下げを連動させ、

震度５強以上について、震度階が１つ上がると、RBFN

出力値が 0.1 引き下げられるものとしている。実際の

CL の引き下げについては、引き下げた RBFN 値におけ

る土壌雨量指数と通常の CL における土壌雨量指数の

比を取り、その比を用いて CL 全体を引き下げることと

している（図２）。 

②提案手法の妥当性の検討 

平成 16 年新潟県中越地震（対象期間：2004 年 1 月 1

日～2008 年 10 月 30 日）、平成 19 年能登半島地震（対

象期間：2007 年 1 月 1日～2008 年 10 月 31 日）、平成

12年鳥取県西部地震（対象期間：2000年1月1日～2008

年 10 月 31 日）について、提案手法と従来手法につい

て妥当性の検証を行った。従来手法については、震度

６弱以上 80％引き下げ、震度５強 60％として設定して

いる。図３に CL 引き下げの代表的な事例について示す。 

上記３つの地震について、災害の見逃し、CL の精度

の観点から対象期間の災害発生、CL の超過、空振りに

ついて整理を行った（表２、表３）。 

表２から、災害の見逃しについては、提案手法は土

石流２件、地すべり１件の見逃しがあった。従来手法

については土石流１件、地すべり１件の見逃しが生じ

ている。しかし、これらの見逃しは通常の CL において

も捕捉されていないものであることから両手法の評価

に用いることはできない。 

また、表２、３から、CL の超過回数、空振り率につ

いては、提案手法が３つの地震全てにおいて、従来手

法を下回る結果となった。ただし、本研究における妥

当性の検証は限られた事例においてのみ検討を実施し

ており、今後の災害資料の蓄積及び多くの地域での検

証が必要である。 
 
③解除の基準に関する検討 

 提案手法の解除の基準については、本研究では以下

の案を作成した（図４）。 

＜解除の基準案＞ 

１つの出水期を経験するある期間においてスネーク

ラインが最終的に到達した RBFN 値に基づく CL まで引

き上げる。ただし、現行の CL を上回る場合については、

現行 CL を上回る CL とはしない。 
 
［成果の活用］ 

 今後の災害資料の蓄積及び多くの地域での検証を

実施し、引き続き運用に向けた検討を実施する。 
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7 現行 CL（RBFN 出力値）+0.4 

6 強 現行 CL（RBFN 出力値）+0.3 

6 弱 現行 CL（RBFN 出力値）+0.2 

5 強 現行 CL（RBFN 出力値）+0.1 

 

表１ 検討した CL 引き下げ基準の考え方 

災害発生件数 災害捕捉件数 降雨数

実況雨量による捕捉 CL超過 災害捕捉

土石流 がけ崩れ 地すべり 合計
実況雨量

超過

実況雨量
による
捕捉

B1 B2 B3 B4 CA1 CA2 CA3 CA4 D1 DA1 DB1

提案手法 4 1 7 12 3 1 7 11 4 49 3

従来手法 4 1 7 12 4 1 7 12 4 64 4

提案手法 8 7 3 18 8 7 2 17 6 19 5

従来手法 8 7 3 18 8 7 2 17 6 23 5

提案手法 12 0 0 12 11 0 0 11 5 84 4

従来手法 12 0 0 12 11 0 0 11 5 114 4

鳥取県
島根県
岡山県

新潟県

石川県

災害発生県名 設定手法 土石流 がけ崩れ 地すべり 合計

表２ CL の超過、災害捕捉に関する整理結果 

CLの精度

実況雨量による災害捕捉率(災害件数)

土石流 がけ崩れ 地すべり 合計

CA1/B1 CA2/B2 CA3/B3 CA4/B4 DB1/D1 (DA1-D1)/DA1

提案手法 75.0% 100.0% 100.0% 91.7% 75.0% 91.8%

従来手法 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.8%

提案手法 100.0% 100.0% 66.7% 94.4% 83.3% 68.4%

従来手法 100.0% 100.0% 66.7% 94.4% 83.3% 73.9%

提案手法 91.7% - - 91.7% 80.0% 94.0%

従来手法 91.7% － － 91.7% 80.0% 95.6%

実況雨量によ
る災害捕捉率
（降雨数）

実況雨量の
空振り率

県名 設定手法

鳥取県
島根県
岡山県

新潟県

石川県

表３ CL の精度に関する整理結果 

図３ CL 引き下げの代表的な事例（震度７の場合）
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 山腹斜面における土砂・流木対策マニュアルに関する検討調査 
Research on manuals for how to treat sediment movement and drift woods in mountain slopes 

（研究期間 平成 21 年度） 
 
危機管理技術研究センター 砂防研究室             室長    小山内 信智 

Erosion and Sediment Control Division              主任研究官  冨田 陽子 
Research Center for Disaster Risk Management                   研究官    桂   真也 
                       

 
It is considered that the risk of sediment-related disasters in SATOYAMA areas is increasing due to 

aging and decrease in population. We proposed the methods for sabo planning and sabo works which 
can contribute not only to improvement of abilities of disaster prevention in the area but also to 
revitalization and regeneration of the area. 
 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、里山地域で実施する砂防関係事業が、よ

り地域活性化・地方再生に資する内容となるよう、砂

防計画の立案手法、事業の実施計画の立案手法等につ

いて検討したものである。 
里山地域は、土砂災害危険箇所（土石流危険渓流、

地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所、雪崩危険

箇所）が数多く存在しており、従来より砂防関係事業

（砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事

業、雪崩対策事業）を実施してきた。 
 近年、里山地域は次のように捉えられている。「里山

地域は、今後人口減少や高齢化が進むことにより、人

との関わりが全体として減少していくと考えられる地

域である」（生物多様性国家戦略：2007 年 11 月閣議

決定）、「農林業労働力の脆弱化の進行が懸念されてい

る」「里山地域の地域社会そのものが衰退しつつあり、

高齢化率も全国に比べ高い値で推移している」（農林

水産省）。 
 これらのことは、土砂災害発生の危険性が高まった

とき、あるいは土砂災害が発生したとき、自主防災組

織等共助体制による対応が困難になることを意味する。

また、地域の生活及び産業と密接に結びついて行われ

てきていた流域の管理が行き届かなくなることを意味

する。すなわち、地域防災力の低下につながると考え

られる。 
 
［研究内容］ 

地域防災力の維持・向上の視点と、流域管理の視点

とから、次の２つのテーマで検討を進めた。検討は、

これらのテーマに先進的に取り組んでいる砂防の現場

の事例、歴史的砂防施設の構造・設計思想を収集・分

析しながら行った。 

○集落間の連携 
○流域管理を地域活性化策の一分野に 

（１）「集落間の連携」の検討 
 通常、砂防事業の実施単位は、地形等により個々の

流域（土石流危険渓流の場合）または個々の斜面（地

すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所、雪崩危険箇

所、の場合）としているが、本研究では一連の集落集

合体を基本とした実施単位も採用できる手法を検討し

た。一連の集落集合体とは、個別の集落では自助・共

助の困難さが懸念される場合に、それぞれの集落が持

つ防災機能（ある集落には役場と人材があるが防災資

機材が十分ではない、しかし、隣り合う集落では防災

資機材を準備できる・・・などのように）を共有する

ことにより一定の地域防災力を確保することができる

個別集落のまとまりである（図 1）。 
この設定の考え方を例示すると次のようである。 

 ①現状の集落分布や消防分団の管轄区分など、地域

住民に馴染みのある区割りを基本とする。 
 ②道路アクセス等、緊急時の地理的機動性を重視し

て、①による区割りを再検討する。 
 ③個別集落の防災資機材の保有状況や事情等を確認

し、補い合うことができる区分を検討する。 
 ④一つの区分内には防災拠点（基本的には役場や二

次的な基幹集落）を含むようにする。 
（２）「流域管理を地域活性化策の一分野に」の検討 
 集落後背地の里山は、薪炭林などの燃料や肥料の供 
給地として地域の生活、基幹産業である農林業と結び 
ついて日常的に利用されてきた。この利用をめぐって 
ルールが地域で作られ、流域管理が行われてきた。し 
かしながら、地域を取り巻く社会条件は以前とは異な 
ってきており、以前のような農林業を中心に据えた仕 
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組みには限界がある。これからの流域管理には、森林 
ボランテｲアや NPO による活動、森林浴やハイキング 
などのレクリエーション活動などに関わる人々の里山 
への関心が流域にも向けられるような実施手法も必要 
になる。 
 したがって、砂防事業者のみが行ってきた手法（た 
とえば、土石流を捕捉するために渓流に砂防堰堤を築 
くこと）ばかりではなく、山腹斜面や渓流のより多面 
的な機能・効果が発揮されるような手法を展開してい 
くべきであると考えられる。具体的には次のような手 
法である。 
 ①山腹保全工 
  山腹保全工は、土砂災害の原因となる土砂の生産・ 
流出を抑制するため、植生を含む山腹斜面を整 
備するものである。土木構造物等で斜面を安定化す 
る山腹工と、植生の保育を行う山腹保育工がある。 
植生の保育に必要な管理用道路の設置も行っている。 
最近は流木により下流での被害が拡大したと考えら 
れる事例も相次いでいることから、風倒木等流木化 
するおそれのある樹木の整理や流木止め施設の設置 
などの流木対策も行っている。 
 砂防施設は機能維持の面からコンクリート等朽ち 
にくい材料で構築する場合が多いが、山腹斜面で植 
生の生育基盤としての簡易な土留めや表面侵食防止 
のための簡易な水路工には地元で産出される間伐材 
を積極的に利用すること、また、植栽用の苗木の育 
成を採種段階から地域で行ってもらう仕組みづくり

の手法を提案した。これらは地域産業や住民等との連

携が期待できる。また、これらの簡易な施設は、植生

の生育基盤を安定させることで生長を促し、平常時に

侵食を抑えるので、渓流に設置した砂防堰堤の機能を

維持することにも役立つ。 
②管理用道路のネットワーク化 
 これまでは一つの流域内で閉じてしまう路網がほと 
んどであったが、隣の流域とをつなぐ構造にすること 
で、管理作業上も有効であるし、地域にとっては集落

間をつなぎ、一連の集落集合体の形成に役立つ。また、

災害時のセーフテｲネットともなり得る。 
③渓流保全工 
 床固工や護岸工等を組み合わせて渓岸や渓床の侵食 
を防止するものである。集落内の渓流はこれまで、景

観や人の利用についてはあまり議論されてこなかった 
が、親水機能をもたせ、集落と一体的な景観となるよ 
う、現地発生材料の利用や縦横断計画をたてる手法を 
提案した。里山地域を訪れる観光客が上流への関心を

高める契機にもなると考えられる。 
 
［研究成果］ 
 歴史的砂防施設が築造された時代の施設構造、設計

思想を取り入れ、また、近年砂防の現場でよく用いら

れている技術・工法の一部を変更するだけですぐに対

応できる手法を提案できた。特に新たな技術の導入や

制度化も必要なく、実績のある技術・工法であること

から、無理なく取り入れることができる。すでに新た

な現場で実践されているものもある。 

  
［成果の発表］ 
下記の会議等で発表した。このほか、全国の砂防関

係事業担当者が集まる会議では積極的に発表を行った。 

1) 第 7 回環境研究機関連絡会成果発表会、H21.11.11 
2) 第 8 回日韓土砂災害防止技術会議、H21.12.1 
3) 第 50 回砂防および地すべり防止講習会、H22.3.11 
 

［成果の活用］ 

国土交通省河川局砂防部は、里山地域における砂防

のあり方について全国の直轄砂防事務所、地方公共団

体へ技術指導する際の基礎資料として使用している。 
今後、ガイドライン「里山砂防実施要領（案）」（仮

称）としてとりまとめ、全国の砂防関係事業担当者に

配布する予定である。 

一連の集落集合体 

図-1 事業実施単位の考え方 
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事業評価マニュアルに関する検討調査 
Study on Application Method of Cost-Benefit Analysis for Sediment-related Disaster Prevention Works 

（研究期間 平成 21～21 年度） 
 
危機管理技術研究センター 砂防研究室   室長 小山内信智 
       主任研究官 水野秀明 
       研究官 林真一郎 
Research Center for Disaster Risk Management  Head Nobutomo OSANAI 
Erosion and Sediment Control Division   Senior Researcher Hideaki MIZNO 

       Researcher Shin-Ichiro HAYASHI 
 

Abstract 
This study aims to update the method for assessing the cost benefit analysis in the 

sediment-related disaster prevention works that was issued in 2000. In this research, in order to avoid 
to take items into double counts, we reviewed the related items carefully and analyzed the relations 
between them from the economical point of view. We found followings; 1) it would be better to 
estimate the direct loss of properties by counting cost for recovering from the damage in order to avoid 
the double count, and 2) the indirect loss arisen from road closes due to disasters should be 
estimated as the indirect loss caused by facility’s damages or increase of transportation fee. 
 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、砂防事業に関する費用・便益分析の手法

を検討し、費用・便益分析の手順を取りまとめた「事

業評価マニュアル」を策定するための基礎資料を作成

することを目的とする。 
河川砂防技術基準計画編（平成 16 年）に記載され

ているように、砂防基本計画は水系砂防、土石流対策、

流木対策、火山砂防、天然ダム等異常土砂災害対策か

らなる。これらの砂防事業のうち土石流対策について

は、「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）」

（平成 12 年 2 月、建設省河川局砂防部、以後「既存

マニュアル」と記す）が発行されているが、その他の

対策については発行されていない。 
また、国土交通省は砂防事業を始めとする公共事業

に関する費用便益分析の考え方等を取りまとめた「公

共事業評価の費用便益分析に関する技術指針」（以下、

「技術指針」と記す）を平成 16 年 2 月に初めて発行

し、その後平成 20 年 6 月、平成 21 年 6 月に改訂した。

前述の砂防事業に関する評価マニュアルはこの技術指

針の発行前に策定されたことから、技術指針に示され

た考え方を全て含んだものとはなっていない。 
このような背景から、技術指針に示された方法を取

り込んだ上で、水系砂防・土石流対策・流木対策を網

羅した費用便益分析に関するマニュアルの策定が近年

求められている。 
 

［研究内容］ 

本研究では、経済学的な視点から、便益として計上

できる項目について、以下の点について調査した。 
 既存マニュアルにおいて取り上げられている

項目の整理 
 各項目の波及過程の推定と二重計上の回避方

法の検討 
以下に各項目の調査結果の概要を報告する。 

(1) 既存マニュアルにおいて取り上げられている項

目の整理 
 図-１は自然災害が地域を含めた社会、経済、環境に

及ぼす被害の概念１）を示したもので、その被害は大き

く「直接被害」と「間接被害」に分けられる。直接被

害は災害から直接受けた被害で、間接被害は直接被害

に関連して災害後にもある一定の期間生じ続ける被害

を指している。この分類に従って、砂防事業に関連す

る既存マニュアルで取り上げられている項目を整理し

たものが表-１となる。なお、既存マニュアルは以下の

4 つとした。 
A) 土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）、

平成 12 年度版、平成 12 年 2 月建設省河川局砂防

部 
B) 地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル

（案）、平成 12 年 1 月、建設省河川局砂防部 
C) 急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュア

ル（案）、平成 11 年 8 月、建設省砂防部 
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D) 治水経済調査マニュアル（案）、平成 17 年 4 月、

国土交通省河川局 
直接被害に対しては、家屋等の資産被害抑止効果、人

身被害抑止効果が挙げられる、間接被害に対しては、

事業所の営業停止による被害等といった稼働被害抑止 

 

図-１ 直接被害と間接被害の関係 

表-１ 効果の項目 

 項目 A) B) C) D)

資産被害抑止効果 

（一般資産・農作物・公共土木

施設等） 

◎ ◎ ◎ ◎

直

接

被

害 人身被害抑止効果 ◎ ◎ ◎ ◎

稼働被害抑止効果     

営業停止被害     

家計 × × × △

事業所 △ △ △ ◎
 

 

公共・公益サービス × × × ◎

事後的被害抑止効果     

応急対策費用     

家計 × × × ◎

事業所 × × × ◎ 

国・地方公共団体 × × × △

波及被害     

交通途絶（道路、鉄道、

空港、港湾等） 
△ △ △ △

 

 
ライフライン節残(電気、

水道、ガス通信等) 
× × × △

精神的被害抑止効果     

 

資産被害、人身被害、稼働

被害、事後的被害、波及被

害 

× × × △

間

接

被

害 

リスクプレミアム × × × △

安心感向上効果（①） ◎ ◎ ◎ ×

山地森林保全効果（②） ◎ × × ×

土地利用可能地拡大効果（③） △ △ △ ×

産業立地進行効果（④） △ △ △ ×

定住人口維持効果（⑤） △ △ △ ×

地

域

経

済

に

及

ぶ

効

果 地価に及ぼす影響効果（⑥） △ △ △ ×

高度化便益 × × × △

 注)◎：計測法記載、△：効果のみ記載、×：記載無 

効果、家計による復旧対策費用や交通途絶による波及

被害といった事後的被害抑止効果、人身被害等に伴う

精神的被害抑止効果、リスクプレミアムが挙げられる。

上記とは別に、安心化向上効果といった地域経済等に

及ぶ効果が挙げられる。 
(2) 各項目の波及過程の推定と二重計上の回避方法

の検討 
 表-１で整理した項目について、経済学的な視点で二

重計上の有無を検討した。その結果以下のようなこと

が分かった。 
(a) 直接被害の資産被害を算定する際に、その資産の

復旧・復興費用を資産価値として評価した場合、

それに間接被害として災害によって得ることが

できなくなった生産額を加えても、経済学的に二

重計上にはならない。しかしながら、災害によっ

て得ることができなくなった生産額（償却資産の

損傷に伴う生産低下の被害）を直接被害として計

上すると、それは間接被害と一部二重計上となる

可能性がある。従って、直接被害の資産被害を償

却資産の資産評価額で計算した場合に、間接被害

として償却資産の損傷に伴う生産低下の被害を

足し合わせると二重計上になる可能性がある。 
(b) 交通に係る費用の増大が最終的に生産量やその

利潤に帰着すると仮定すれば、交通途絶による波

及効果は生産の機能低下或いは迂回費用の増大

のどちらか一方で考慮すれば、二重計上を回避で

きる。 
(c) 地域経済に及ぶ効果として、表-１中の②から⑤

の効果を①として一括計上する方法、表-１中の

②から⑤を重複なく計上する方法、表-１中の①

から⑤が最終的に地価に帰着するとして⑥を計

上する方法のいずれかを採用すれば、二重計上を

回避できる。 
参考文献 
1) E. J. Clay(2008): Katrina: a Third World 
Catastrophe?, Natural Disaster Analysis after 
Huricane Katrina, Edward Elgar.に加筆。 
［研究成果］ 

砂防事業に関する公共事業評価を行う際に考慮すべ

き項目で、かつ、経済的な観点から二重計上のないも

のを抽出した。 
［成果の発表］ 
なし 
［成果の活用］ 

砂防事業に関する公共事業評価の手引きの策定に際

して基礎資料として活用する予定である。 
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大規模土砂災害に対する対処手法の高度化に関する研究 
Research on upgrade of counter measures to large-scale sediment-related disasters 

（研究期間 平成 21 年度） 
 
危機管理技術研究センター砂防研究室     室長   小山内信智 
Research Center                                  Head         Nobutomo Osanai 
For Disaster Risk Management             主任研究官         清水 孝一 
Erosion and Sediment Control Division          Senior Researcher  Yoshikazu Shimizu 

              研究官             林 真一郎 
                                                    Researcher        Shin-ichiro Hayashi   
 

In order to make upgrade of the counter measures to landslide dam disasters based on the 
experience of the counter measures for the Mid Niigata Prefecture Earthquake and the Iwate and the 
Miyagi inland earthquake, we make the flow of the counter measures to landslide dam disasters and 
the chart of the peak flowing quantity for urgent risk evaluation to decided the priority of the counter 
measures to landslide dam. 
 
［研究目的及び経緯］ 

 平成１６年の新潟県中越地震、平成２０年の岩手・

宮城内陸地震での天然ダムに対する大規模土砂災害対

応を経て、天然ダム形成時における対処技術の一層の

高度化が求められているところである。対処技術の一

層の高度化を図るため、新潟県中越地震、岩手・宮城

内陸地震における災害対応等を経て得られた災害対応

の流れや対処技術に関する知見を踏まえ、天然ダム形

成時の災害対応の流れについて整

理・検討を実施した。また、岩手・

宮城内陸地震時に課題となった複

数の天然ダム発生時の対策の優先

度を決定する緊急危険度評価の手

法についても、天然ダムの決壊時

のピーク流量を指標とし、Costa

式、田畑式の２つの従来手法に加

え、一次元数値シミュレーション

を用いて算出したピーク流量の早

見表について検討を実施し、３つ

の手法を比較し、最大のピーク流

量を採用する手法について提示し

た。 
 
［研究内容］ 

(1)天然ダム形成時の災害対応

の流れ 

 天然ダム形成時の災害対応の

流れについて、図１のようにステ

ージⅠ～ステージⅢの３段階に分け整理を行った。 
 
（ステージⅠ） 
ステージⅠは天然ダムが形成される前の監視・観測

体制の準備の段階であり、特に台風・豪雨を原因とす

る天然ダム形成による異常現象の確認に備えるもので

ある。 
 

ステージⅡ

台風・豪雨の接近

監視・観測体制の準備

・河川の流量、水位、監視カメラの状況、観測機器等の状況

大規模な地震の発生

異常現象の確認ステージⅠ

航空レーザ計測・高精度デジタルカメラ撮影

住民避難に関する情報提供

詳細危険度評価

・天然ダム決壊に伴う上流域の湛水被害の危険性

・越流開始地点および決壊までの時間
・天然ダム決壊の危険度詳細予測

・洪水到達時間及び被害想定範囲の詳細予測

・崩壊斜面の安定性に関する検討

避難解除に関する情報提供危険度詳細判定の公表

本復旧対策工・恒久対策工の検討・実施,

概略調査
・天然ダムの規模、湛水状況等の調査

形成確認調査が実施不可能な場合

天然ダム形成推定箇所下流住民の避難に関する情報提供

天然ダムの形成及び形成箇所の推定

・河川流量、水位の急激な低下

・急激な濁水の発生 ・大量の流木の流下

形成確認調査

・ヘリコプターによる広域調査

・現地パトロール

ステージⅢ

応急復旧・緊急復旧対策の実施

天然ダムの監視

・モニタリングの計画、実施

緊急危険度評価の公表

住民避難に関する情報提供

緊急危険度評価・拡大予測
・天然ダム形成に伴う湛水被害の危険性

・決壊の危険度、決壊までの時間の検討
・決壊時の被害想定範囲の想定

応急復旧対策・緊急復旧対策の検討
（緊急排水あるいは掘削）

図 1 天然ダム形成時の災害対応の流れ 
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（ステージⅡ） 
ステージⅡは大規模な地震の発生、ステージⅠでの異

常現象の確認により天然ダムの形成の懸念がある場合

の調査開始から本復旧対策工・恒久対策工の検討・実

施の開始までの災害対応の段階である。ステージⅡは、

大規模な地震の発生、ステージⅠでの異常現象の確認

後のヘリコプター等による天然ダムの発生の有無を確

認する形成確認調査、形成が確認された場合に天然ダ

ムの大まかな規模等の諸元を把握する概略調査、概略

調査の結果に基づき、対策の優先度の判断材料となる

緊急危険度評価・拡大予測、応急復旧対策・緊急復旧

対策の検討・実施、航空レーザ測量等による計測実施

後の天然ダム決壊シミュレーション、二次元氾濫シミ

ュレーション等を用いた詳細危険度評価からなる流れ

となっている。 
 
（ステージⅢ） 
ステージⅢは本復旧対策工・恒久対策工の検討・実施

の段階となる。 
 

(2)危険度評価に係る早見判定図の作成 

 岩手・宮城内陸地震時には広域に複数の天然ダムが

発生し、また、河川に縦断的に複数の天然ダムが発生

したため、対策を実施する優先度を決定する必要に迫

られた。天然ダムの形成確認後、概略調査を行う担当

者が土砂災害の専門家でない場合もあり得ることから、

簡便な方法で緊急危険度評価を実施し、対策を実施す

る優先度を判断する手法を確立する必要がある。 
緊急危険度評価の指標としては、天然ダムの決壊時

のピーク流量を指標とした。天然ダムの決壊時のピー

ク流量から危険区域を推定することができる。天然ダ

ムのピーク流量を推定する手法としては、Costa 式、

田畑式の２つが代表的な手法として挙げられる 1)。

Costa 式は天然ダムの規模とピーク流量の関係の経験

式であり、また、田畑式は計算されるピーク流量の値

が天然ダムへの流入流量の影響を受けやすいことから

計算結果にばらつきが見られる傾向にある。 
本研究では、上記の２式に加え、一次元数値シミュ

レーション（二層流モデル）を用いたピーク流量の早

見表を検討・作成し（図２）、３つの手法によって算出

されたピーク流量のうち最大のピ

ーク流量を危険度評価に用いるべ

き値として採用する方法を提案し

ている。天然ダム早見表のパラメ

ータは河床勾配、天然ダムの下流

法勾配、天然ダムの越流部高さ、

天然ダムの幅の４つである。 
 また、上記の方法で危険度評価

を実施するため、概略調査時にお

いては、ヘリコプター調査等の精

緻な天然ダムの諸元の計測が困難

であることや調査を行う担当者が

土砂災害の専門家でない場合が想

定されることから、調査担当者に

依存せず、的確な調査を実施可能

とするため、測定すべき天然ダム

諸元の項目についても整理・定義

を行っている。 
 
［参考文献］ 

1) 田畑ら：天然ダムと災害、古

今書院、2002 

 

［成果の活用］ 

天然ダム形成時における土砂災

害対応の技術資料として活用予定。 

 

河床勾配　3°　下流法勾配　30°
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図 2 ピーク流量の早見表の例 
（河床勾配３度、天然ダム下流法勾配３０度の場合） 
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気候変化が砂防事業の投資効率性に及ぼす影響に関する研究 
Study on Analysis of Cost-Benefit Ratio Change Cased by Climate Change 

（研究期間 平成 21～21 年度） 
 
危機管理技術研究センター 砂防研究室   室長 小山内信智 
       主任研究官 水野秀明 
       研究官 鈴木拓郎 
Research Center for Disaster Risk Management  Head Nobutomo OSANAI 
Erosion and Sediment Control Division   Senior Researcher Hideaki MIZNO 

       Researcher Takuro SUZUKI 
 

Abstract 
This study aims to clarify the effect caused by the climate change. In order to project how much 

sediment-related disaster risk increases, we estimate the change of debris flow peak discharge. The 
ratio that the sediment-related disaster risk, in other word the peak discharge of debris flow, will 
increase is estimated at six per cents in Japan. And we applied the numerical simulation model for 
tracing residents in evacuation to the 2007 and 2008 debris flow disasters in Kagoshima. We found 
out that the numerical model could reproduce the ratio of evacuated residents roughly. 
 
［研究目的及び経緯］ 

IPCC 第４次評価報告書によると、日本周辺では、

2080 年から 2099 年の将来の降水量は 1980 年から

1999年の現在と比べて年平均で 9%増加すると予想さ

れた。また、全国のアメダス観測所における観測結果

を整理すると、全体の約７割で年最大時間雨量が増加

傾向を示した。これらのことから、土石流による土砂

災害リスクは今後大きくなることが予想される。 
このような土砂災害に対して、国土交通省や都道府

県はリスクを低減させるために、砂防堰堤といった「構

造物による対策」や、土砂災害警戒区域等の指定や土

砂災害警戒情報の発信といった「構造物によらない対

策」を講じてきている。しかしながら、砂防事業費は

近年の経済状況の悪化等から年々減少しているため、

気候変化に伴う土砂災害リスクの増加を考えると、今

後より一層効率的に土砂災害リスクを低減させる対策

を講じなければならない。 
そこで、本研究は、①土石流による土砂災害リスク

が全国でどの程度高まるのかという点を推定すること

と、②「構造物による対策」と「構造物によらない対

策」を組み合わせてどの程度土砂災害リスクを低減さ

せられるかを定量的に評価する手法を開発することの

2 点を目的として行った。 
［研究内容］ 

(1) 土石流による土砂災害リスクが全国でどの程度

高まるのか 
 土石流による土砂災害リスクの変化を推定するには、 
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図-１ 2080~2099 年の 100 年超過確率 24 時間雨量 
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図-２ 土石流ピーク流量の変化 
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土石流ピーク流量がどの程度変化するのかを推定すれ

ばよい。図 -１は全国の市町村毎に推定した、

2080~2099 年の 100 年超過確率規模の 24 時間雨量で

ある 。 2080~2099 年の年最大 24 時間雨量 は

1980~1999 年までの各年で観測された年最大 24 時間

雨量に、IPCC 第 4 次評価報告書で報告された年 9%の

増加率を掛け合わせた値とした。なお、1980~1999 年

で稼働していたアメダス観測所を対象とした。 
 図-２は図-１の100年超過確率規模の24時間雨量か

ら推定した土石流ピーク流量の分布である。土石流ピ

ーク流量の算定方法は砂防基本計画策定指針(土石

流・流木対策編)解説と同じ方法とした。図-２より、

流域内の移動可能土砂量が運搬可能土砂量より多い土

石流危険渓流はあまり多くなかったためか、

1980~1999 年の期間と 2080~2099 年の期間を比較す

ると、土石流ピーク流量の増加は全土石流危険渓流の

うち 6%程度にとどまることが分かった。しかしなが

ら、この推定は平成 11 年度に実施した土石流危険渓

流調査で報告された数値に基づくもので、流域内の移

動可能土砂量を推定する精度はあまり高くない可能性

がある。そのため、図-２の推定結果は調査の精度に起

因する誤差を含んでいる可能性があることに留意しな

ければならない。 
(2) 「構造物による対策」と「構造物によらない対策」

を組み合わせた対策による土砂災害リスク低減

効果の定量的な評価手法の開発 
 本研究では、ハザードとして土石流と洪水を対象と

して、住民の避難を追跡する数値計算モデルを構築し

た。ハザードの時間変化は 2 次元浅水流モデルにより

追跡した。その際、せん断応力はハザードの特性に応

じて算出した。また、住民の移動過程はマルチ・エー

ジェント手法により追跡した。さらに、今回は表-１に

示すような割合で住民が避難を開始するよう設定した。

表-1の数値は平成 18年と 19年に鹿児島県垂水市で発

生した土砂災害の事例を基に設定した。 
 図-３は、地区内に住む住民の総数に対して避難所ま

で無事に逃げてこられた人々の総数の比について、計

算結果と実際を比較したものである。上市木地区の場

合では、計算結果は実際よりも遅くなった。これは前

述のように降雨なしの状況で避難をされた住民の行動

を反映できなかったためである。この地区では災害の

2 日前に土砂流出があったと報告されているため、住

民の避難に対する心構えができており、早めの避難に

つながった可能性がある。この点は今後改良すべき課

題と考えている。一方、二川地区については、計算結

果は実際の傾向と概ね一致しており、表-１で設定した

判断方法は概ね妥当であったと考えられる。 

 本研究では、平成 18 年と 19 年に鹿児島県垂水市で

発生した土砂災害を参考に移動の開始を判断する方法

を改良するとともに、洪水の氾濫も考慮できるように

改良した。そのモデルを実際の事例に適用したところ、

いくつかの課題が明らかとなった。今後それらの改良

を行いたいと考えている。 
表-１ 避難した方々の割合(累計) 

① ② ③ ④

⑤ 5.0 26.7 45.0 45.0
⑥ 5.0 35.0 53.3 53.3
⑦ 5.0 35.0 56.7 100.0
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図-３ 避難した住民の時系列変化の比較 
［研究成果］ 

本研究では、土石流危険渓流における土砂災害リス

クの変化の推定を試みた。また、「構造物による対策」

と「構造物によらない対策」を組み合わせた対策によ

る土砂災害リスク低減効果の定量的な評価手法を検討

し、実際の土砂災害に適用しその適用性を検討した。

両者とも前述のような技術的課題はあるものの、今後

の研究の方向性を得られた。 
［成果の発表］ 
平成 22 年度砂防学会研究発表会における発表 

［成果の活用］ 

砂防事業に関する公共事業評価の手引きの策定に際

して基礎資料として活用する予定である。 
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砂防基本計画に関する検討調査 

Study on Method for Establishing Sabo Master Plan 
（研究期間 平成21年度） 

 危機管理技術研究センター 砂防研究室   室長  小山内 信智 
       主任研究官 清水 孝一 
       主任研究官 冨田 陽子 
       主任研究官 水野 秀明 
       研究官  林 真一郎 
       研究官  鈴木 拓郎 
       研究官  桂 真也 
［研究目的及び経緯］ 

 河川砂防技術基準は砂防事業を進めていく上での調査・計画・設計に関する技術を取りまとめたものである。本基準のうち

計画に関わる基準が平成16年3月に改定され、砂防基本計画が水系砂防・土石流対策・流木対策・火山砂防・天然ダム等異常

土砂流出対策で構成されることとなった。本調査はこれまでの技術基準類を再構成するとともに、自然環境との調和や生物・

生態環境の保全のための新技術を開発し、砂防基本計画を策定するための技術を取りまとめることを目的とする。 

 平成21年度は水系砂防に関わる項目として渓流保全工に関する設計マニュアルを作成するとともに、土石流区間から掃流区

間に至る区間を一貫とした土砂処理計画の策定方法の検討を行った。また、火山砂防に関わる項目として、既存の火山砂防に

関わる技術指針とこれまでの火山噴火による災害時の対応を比較することで、既存の技術指針で改訂すべき点を抽出した。 

 

温暖化による積雪変化と雪崩リスク分析手法に関する研究 

Method for analyzing effects of global warming on snowfall and avalanche risk 
（研究期間 平成21年度～） 

 危機管理技術研究センター 砂防研究室    室   長    小山内 信智 
主任研究官    冨田 陽子 
研 究 官    桂 真也 

［研究目的及び経緯］ 

 温暖化などの気候変動にともない、降雪・積雪などの気象条件が変化し、降雪や積雪を誘因とする雪崩の発生形態や場所、

影響範囲、被害程度なども変化する可能性がある。積雪地域の国土保全のためには、気候変動が雪崩に与える影響を把握した

上で、対策を講じていく必要がある。そのため、既往雪崩災害の事例収集および降雪・積雪、気象などの現地調査、データ収

集・分析を行なって気温や降雨・降雪状況と雪崩の発生状況との関係を明らかにし、雪崩リスク管理に必要な基礎資料を取り

まとめる必要がある。 

平成21年度は、過去の雪崩災害の事例を収集し、雪崩の規模・被害状況、発生形態、地形状況、発生時の気象状況（積雪深、

降雪量、気温、気圧配置）などを整理した。また、過去100年程度を目安に、気象庁などの公的機関や砂防研究室が所有して

いる気温、天気、積雪深、降雪量などに関するデータを収集・整理した。 

今後は、収集・整理されたデータを用いて、気象や降雪・積雪の経年変化および雪崩災害の発生形態などの変化の傾向を分

析していく予定である。 
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がけ崩れ危険箇所の災害リスク評価手法に関する研究 

Method for evaluating disaster risk at sites prone to slope failure 
（研究期間 平成20年度～） 

 危機管理技術研究センター 砂防研究室    室   長    小山内 信智 
主任研究官    冨田 陽子 
研 究 官    桂 真也 

［研究目的及び経緯］ 

 がけ崩れは豪雨時・地震時に多数発生し、土砂災害件数全体の約７割を占めるなど、毎年多くの被害を出している。がけ崩

れの発生する恐れのある急傾斜地崩壊危険箇所は全国に約113,000箇所存在するが、対策施設等の整備率は16%程度と低い水

準にとどまっている。より一層着実に急傾斜地崩壊対策事業を実施していくためには、定量的で合理的な方法によって事業着

手の優先順位の決定と、より適切な対策手法（ハード・ソフト）の選定がなされるのが望ましい。そこで、がけ崩れ災害の規

模と発生頻度を考慮した災害リスクの定量的な評価手法を開発することを目的に、研究を進めてきた。 

 これまで、昭和47年～平成19年に発生したがけ崩れ災害の実態データをもとに、地域や地質特性を考慮した「斜面崩壊発

生頻度モデル」と、斜面崩壊による物的（家屋）・人的・財産損失を予測評価する「損失予測モデル」を作成した。また、これ

らから構成されるがけ崩れ災害リスク評価モデルを開発した。 

 平成21年度は、このがけ崩れ災害リスク評価モデルを、実際にがけ崩れの発生した21のモデル地区に適用し、被害の予測

値を計算した。この予測値を、被害の実績値と比較することにより、本モデルの妥当性を検証した。 

今後は、リスク評価に基づいた急傾斜地崩壊対策事業の計画・評価手法を検討していく予定である。 

 

総合的な土砂管理を踏まえた砂防設備の計画・配置手法に関する研究 

Study on Method For Establishing Master Plan of Sabo Facilities In Viewpoint Of Comprehensive Sediment Transportation 
Management 

（研究期間 平成21～23年度） 

 危機管理技術研究センター 砂防研究室   室長  小山内 信智 
       主任研究官 水野 秀明 
       研究官  鈴木 拓郎 
［研究目的及び経緯］ 

 流砂系において顕在化している、土砂移動に関わる問題を解消するために、山地流域は土砂の供給源としての役割が期待さ

れている。そこで、本研究では、土砂災害を防ぎつつ、かつ、効率的に土砂を下流へ供給するための砂防設備の計画・配置・

設計手法を検討する。さらに、砂防設備の建設といった人為的インパクトが魚等の生物生態系になるべく影響（レスポンス）

を及ぼさないという観点を取り入れるために、インパクト-レスポンスの推定手法を検討する。 

 平成21年度は河川砂防技術基準計画編、同(案)調査編、同(案)計画編の最新版のレビューを行い、砂防設備の計画・配置手

法を検討する上で必要となる項目を、その重要度に応じて整理した。さらに、インパクト-レスポンスを推定する手法の開発に

向けて、流出解析と2次元河床変動計算を組み合わせた地形変化予測モデルを応用して、河床の形状や河床を覆う土砂の粒度

分布といった物理環境を予測する手法を検討し、その手法の結果から生物生態系の変化を予測するコネクタモデルの検討を行

った。 
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長大斜面で発生する崩壊と対策施設の要求性能に関する調査 

Investigation on slope failures at long slope and required performance of facilities for preventing such disasters 
（研究期間 平成21年度～） 

 危機管理技術研究センター 砂防研究室    室   長    小山内 信智 
主任研究官    冨田 陽子 
研 究 官    桂 真也 

［研究目的及び経緯］ 

 災害の予防や災害からの復旧・復興にあたっては、表層崩壊対策のための急傾斜地崩壊対策事業が行なわれている。近年、

斜面高さが概ね30mを超える長大斜面で崩壊土砂が流動化する現象が見られるが、このような現象の発生機構等は十分に解明

されていない。そのため、現在施工されている施設では長大斜面における崩壊および崩土の流動化には十分対応できない場合

も考えられる。長大斜面におけるこのような現象のメカニズムを解明し、発生しやすい場所の抽出方法や、対応可能な災害防

止施設の調査・計画・設計のあり方を確立することが求められている。 

 平成21年度は、長大斜面において崩壊が発生した事例を18事例収集した上で、地形（斜面の高さ・形状・勾配等）・地質条

件、崩壊状況（崩壊高さ・幅、崩土の状況等）、降雨状況等を整理し、崩土が流動化する場合の条件について検討した。 

 今後は、長大斜面における崩壊および崩土の流動化メカニズムをさらに分析し、対策施設の計画・設計のあり方を検討して

いく予定である。 

 

土砂災害データベース構築検討業務  
Study on the database system for sediment-related disaster  
  

（研究期間 平成21年度～） 

 危機管理技術研究センター 砂防研究室         室  長     小山内信智 
主任研究官    清水 孝一          

研  究  官    林 真一郎 
［研究目的及び経緯］ 

我が国では毎年約1,000件の土砂災害が発生している。国土交通省では土砂災害対策として、対策施設の整備、警戒

避難体制の整備、土砂災害防止法による警戒区域の設定というハードとソフトを合わせた施策を実施している。こうし

た、対策事業の効果の検証や、技術基準の見直しにあたっては、それまでに発生した土砂災害のデータが共通の基本デ

ータとなる。 

国土技術政策総合研究所では、これらのデータを活用しながら砂防等関係事業における基準の見直し、法令の技術的

根拠付け、対策工法の研究開発を行っているところである。 

本業務は、土石流・地すべり・がけ崩れが発生した際に、都道府県から報告される土砂災害発生報告、災害関連緊急

事業実施の際に行われる調査結果を報告する土砂災害実態報告のデータベースの構築を行うものである。 

平成21年度は、土砂災害データベースを開発するとともに、今後砂防関係事業の実施にあたり整備が必要となるデー

タベースの検討をおこなった。 
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リモートセンシングによる砂防流域モニタリング手法の開発に関する調査  
Study on the monitor technique for mountainous area by the satellite remote sensing  
  

（研究期間 平成19年度～） 

 危機管理技術研究センター 砂防研究室         室  長     小山内信智 
主任研究官    清水 孝一          

研  究  官    林 真一郎 
［研究目的及び経緯］ 

砂防事業が対象とする範囲は主に河川の最上流域にあたり、現地調査のためのアクセスには大変な労力を必要とする。

また、現象の発生する場所が特定できないことからモニタリングを行うべき範囲は不特定で広範となり、効率的かつ定

常的な実施には地球観測衛星技術を用いることが有効であると考えられる。 

本研究では，山地における地球観測衛星データの利用に当たっての課題を整理し、現場での利用が行えるよう衛星デ

ータの利用に必要となる地上調査データ等について検討、実施し、調査の手引きを作成する。我が国の地球観測衛星技

術開発は、ALOS-2合成開口レーダセンサ搭載衛星、ALOS-3光学センサ搭載衛星の打ち上げが計画されており、今後とも

安定した我が国の地球観測衛星データの供給が期待できる。現在運用されている“だいち”に搭載されている光学セン

サとレーダセンサについて検討対象とすることにより、次期地球観測衛星の防災利用に関する砂防事業からのニーズや

要求仕様を明らかにすることも本研究の目的とするものである。 

平成21年度は、広域土砂災害監視のモデル構築と合成開口レーダによる斜面崩壊抽出手法について検討した。 

 

東南アジアにおける大規模山体崩壊後の河川地形の経年変化に関する研究  
Study on the erosion processes of the collapsed mass of the gigantic landslide in South-east Asia 
  

（研究期間 平成20年度～） 

 危機管理技術研究センター 砂防研究室         室  長     小山内信智 
主任研究官    清水 孝一          

研  究  官    林 真一郎 
［研究目的及び経緯］ 

河川上流部で大規模な山体崩壊が発生すると、崩壊土砂の堆積によって河谷が埋没し、谷底面の上昇と河幅拡大とい

う河川地形の激変が発生する。また崩壊土砂の堆積直後から、谷底面の急激な侵食とそれに伴う下流への土砂流出が始

まる。大規模土砂生産後の土砂流出量は数年間で急激に減少していき、その後は無視しうるほどの流出量となることな

どが判明している。ただしこの流出土砂量の急減期間はその後の河川への土砂供給などの条件や土砂移動の規模により

異なるようであるが、それを支配する要因は不明である。大規模土砂生産後の流出土砂量の経年変化を予測することは、

下流への土砂流出を安全な量まで低減させるための砂防計画を立案するために非常に重要である。 

本研究は，谷底面の侵食の収束段階のデータを取得することを目的とし、今後３年間の谷底面の地形変化と侵食土砂

量の把握を行う。そして、これまでに蓄積されたデータを用いて、谷底面の侵食モデルの構築と、谷底面の侵食が停止

する条件を明らかにすることを目的としている。 

平成21年度は、本研究の基礎データである谷底面の侵食量を分解能1m以下の高分解能衛星画像から作成した数値標

高データを用い計測した。 

 

296



 
 

大規模災害時における応急対策の効率化に関する研究 

Research on Efficiency of Emergency Measure in Large-scale Disaster 
（研究期間 平成21年度～） 

 危機管理技術研究センター          土砂災害研究官  西 真佐人 
砂防研究室                   主任研究官    清水 孝一 

［研究目的及び経緯］ 

 大規模災害発生時には防災担当者は、時々刻々変化する状況のなかで膨大な災害対応業務をこなす必要がある。このため、

災害時の適切な対応方法を平常時に習得することが重要であり、そのためのマニュアルなどが整備されつつある。 

本研究では、災害前訓練ツールの充実を図るため、平成20年度に開発した「危機管理型災害データベース」や各研究室が蓄

積した災害対応事例を基礎資料として、大規模災害時において行政担当者が実施すべき行動を時系列的に整理し、これまでの

対応事例における課題と改善方法について検討することにより、今後の災害対応マニュアル改訂のための基礎とするものであ

る。 

 平成21年度は、夜間における人間の視認範囲の限界と、各種照明装置の照射能力について資料収集を行い、災害時の状況把

握、避難、復旧対策などの場面における行動制限、影響に関する検討を行った。また、上記災害データベースに対し、追加デ

ータ入出力インターフェイスを付加し本格的運用を開始した。 

 

 

大規模災害時における被害状況把握技術の活用方策に関する研究 

 Research on the Technologies for Damage Identification in Large-scale Disaster 
（研究期間 平成21年度～） 

 危機管理技術研究センター                         土砂災害研究官  西 真佐人 
砂防研究室                   主任研究官    清水 孝一 

［研究目的及び経緯］ 

災害時には被災状況を早急に把握して災害の全体像を明らかにすることが求められており、各管理施設の被害状況把握技術

の開発が進められている。しかし、大規模災害の発生時には通信・交通の途絶、広大な対象地域など状況把握のうえで様々な

悪条件が発生することが想定されている。 

本研究では、大規模災害時において発生する制約条件下において、現行の被災状況把握技術が直面する課題について整理す

るとともに、その解決に活用可能な新技術開発の方向性について検討するものである。 

平成21年度は、地震災害と水災害の過去の事例を抽出し、各施設の被災箇所確認数の時系列的な推移を国土交通省災害報告

から抽出し、被災後の被災捕捉率を施設毎に解析した。また、広域的な情報把握手段として衛星の光学画像、合成開口レーダ

ーデータの現場での活用方法について検討を行った。 

 

 

ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策に関する研究 

Study on schemes for improving local ability of disaster prevention 
 based on characteristics of social capitals 

（研究期間 平成21～23年度） 

 危機管理技術研究センター                        土砂災害研究官  西 真佐人 
              水害研究室                  主任研究官    小林 肇 
              地震防災研究室                主任研究官    田島 明 
              砂防研究室                  主任研究官    清水 孝一 
［研究目的及び経緯］ 

 自然災害による「犠牲者ゼロ」を目指して、国全体でハード・ソフトを含めた総合的な対策を実施していく必要がある。こ

のため、本研究では、住民参加による施設や危険箇所の点検、住民参加型ハザードマップの作成、地域組織と連携した災害緊

急対応等の国土交通省の役割に応じた活動を通じて、ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策を提案するこ

とで、災害に対する備え、防災情報の認知力、避難力の向上等による被害軽減に資することを目的とする。 

平成21年度は、地域防災力に関する既往の研究事例を収集し、地域防災力を構成するロジックモデルを構築した。また、地

域防災力向上の取り組み事例を収集して課題を整理した。整理した課題から農業地域、山間地域、沿岸地域、都市地域の地域

類型化を行い、地域類型ごとの地域防災力向上に向けた取り組みの基本方針を整理した。 
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航空レーザー測量により取得した河川データの管理手法に関する

検討 
Study on the way of management of acquired data by LASER 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 
危機管理技術研究センター水害研究室  室長   伊藤 弘之 

Research Center    Head   Hiroyuki ITO 
for Disaster Risk Management   主任研究官  山本 晶 
Flood Disaster Prevention Division  Senior Researcher Akira YAMAMOTO 
      研究官   大谷 周 
      Researcher  Amane OOTANI 

The database of the mass laser profiler data for efficient use. And, the system was established,in this study. 
  
［研究目的及び経緯］ 

河川局では、全国一級水系の中小河川の治水安全度

を早期かつ安価に把握するために、LP（レーザプロフ

ァイラ）を用いて全国の一級水系内の中小河川の三次

元地形データを平成 17・18 年度の概ね 2 カ年で取得

した。 
 上記成果品である本 LP データはオリジナルデータ

（地表面データ）、グランドデータ（地表面データから

建造物等を除去した地盤高データ）、オルソデータ（航

空写真を正射投影画像に補正したデータ）等から成り、

河川管理上非常に有用である一方、データサイズが非

常に大きくデータ管理が課題であった。このため、本

研究では活用場面等を十分に考慮したうえで、web 上

でのデータ更新等が可能となるデータの変換方法や分

割方法等を検討し LP データ管理・提供システムを構

築した。 
 
［研究内容］ 

（１）システム構築にあたっての検討 

平成 20年度は利便性の高いLPデータの管理システ

ムを検討するにあたり、LP データの種類及びその容量

の精査とデータの利用場面利用頻度を把握する必要が

あることから、各種のデータ容量を算定し、利用場面

頻度等を把握するために大学土木研究所等の研究機関

にて LP データの研究利用状況を地方整備局等に実務

での利用場面についてヒアリングを行った。それらの

調査、問題点の精査を踏まえシステム要件を作成した。 

（２）システム構築 

２１年度は２０年度の成果を踏まえ、LP データの管

理提供システムを構築した。 

 

［研究成果］ 

（１）システム構築にあたっての検討結果 

全国約 109 水系の LP データの総容量は約 15TB と

非常に大きいためインターネットを利用した管理及び

提供を行うためにはデータの選別、圧縮処理等が必要

である。 
データの選別についてはヒアリング調査の結果を踏

まえ、河道内オリジナルデータ、河道内グランドデー

タ、1m オルソ画像、メタデータ、5mDEM データ、そ

して LP データを元に作成した横断データを提供する

こととした。（参照表 1） 
表 1 ネットワーク経由で提供するデータ 

 
 

 またサーバの管理手法について検討の結果、web
サーバ、管理データベースを国総研に設置し、デー
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タサーバを各地方整備局に設置する分散型の管理手

法を採用することとした。（図 1） 

提供方法については LP データの圧縮に関する検

討と転送方式に関する検討を行った。ネットワーク

を介して提供するデータについてはデータ圧縮を行

うことによって、大幅に配信データ容量を圧縮でき

ることを確認した。 

 ファイル転送方式については、FTP 方式と HTTP
方式の 2 種類が一般的である。双方についてサンプ

ルデータを用いて検証を行い、データ転送速度、エ

ラー制御等の観点から、FTP 方式を採用することと

した。 

またシステム構成、構築に当たっては国土地理院

が今後取得管理される二級水系のデータも得られる

ことが望ましいとのことから、二級河川データの提

供を行う場合には、国土地理院に、地方整備局と同様

のデータサーバを設置し、メタデータを国総研の web
サーバで管理することで対応するシステムとし、ハー

ド的な負荷と管理者負担が小さくなる分散型のサー

バ構成を採用したシステムを構築した。（図 1）。 
 LP データの管理・提供を行う全体システムの機器構

成は、使用するネットワークはデータサイズ等を考慮

し防災 LAN とした。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 本システムのサーバ構成 

２）システム構築 

 今回構築したシステムは、①メタデータ管理データ

ベース、②LP データ管理システム、③LP データ提供

システムの３つのシステムから成る。（図 2 参照） 
 ①メタデータ管理データベースは LP データの計測

諸元、詳細を記録したデータを管理するデータベース

であり、LP データ管理システム、LP データ提供シス

テムの双方から利用するものである。 

 ②LP データ管理システムは地方整備局に設置され

たデータストレージサーバへの LP データ格納と国総

研に設置した web サーバ内のメタデータ管理データ

ベースへのメタデータ登録を行うシステムである。 
LP データの圧縮、LP データのアップロードを行うデ

ータ登録プログラム、メタデータ管理データベースへ

のメタデータ登録を行う、メタデータ登録インタフェ

ースの２つからなる。 
 ③LP データ提供システムは利用するデータ検索と

データのダウンロードを行うシステムである。図郭に

よる検索、水系、河川名による検索、データ取得時期

等の検索条件からの検索に対応した、LP データの検索

サイト、利用する LP データファイルをデータストレ

ージサーバからダウンロードするための一括ダウンロ

ードプログラム、CommonMP 等外部プログラムに対

応するための河川標準 I/F からなる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 2 データ管理システム・提供システムの構成 

 
 
［成果の活用］ 

今回十分な検討を踏まえ構築したデータ管理システ

ム・提供システムにより河川分野における LP データ

の管理手法の一元化が図られる他円滑なデータの送受

信が可能となる。 
なお本システムは国土交通省本省、北海道開発局、

各地方整備局、国土地理院に整備する予定である。 
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堤防決壊時の危機管理に関する調査検討 
Study on risk management when embankment collapses  

（研究期間 平成21年度） 

 危機管理技術研究センター 水害研究室    室   長 伊藤 弘之 

   主任研究官 小林  肇 

［研究目的及び経緯］ 

地下空間における浸水挙動は周辺の地表・地形の状況、地下空間の構造により複雑に変化するものであり、地下空間の管

理者・利用者がその危険箇所等を認識することは困難である。また、現行の治水経済調査マニュアル(案)では、地下空間の

被害に関する評価方法が示されておらず、評価方法の確立が必要となっているが、そのためには地下空間における浸水挙動

の簡便な把握方法が求められる。 

本調査では、地下空間の水害リスクについて検討するため、地上の氾濫シミュレーションと結合した地下空間の浸水シミ

ュレーションモデルを構築するとともに、東京八重洲地下街と地下鉄駅への適用を図った。 

 
 

集中豪雨時における水防活動検討 
Study on flood fighting at localized torrential rain 

（研究期間 平成21年度） 

 危機管理技術研究センター 水害研究室    室   長 伊藤 弘之 
   主任研究官 小林  肇 

［研究目的及び経緯］ 

水防団員の減少や高齢化が進展する中、水害に対する危機管理能力を維持・向上させるためには、水防法第23条に基

づく他の水防管理者への応援要請や、「国土交通省安全・安心のためのソフト対策推進大綱（平成18年6月）」における

「情報共有による水防活動の効率化」等が重要な観点になると考えられるが、水防管理者間等の連携の実態は明らかで

ない。 

本調査では、水防管理者間等の連携による水防体制の強化を目的とし、水防活動の実施状況の把握、都道府県の水防

計画の分析、水防管理団体等へのアンケート調査、近年発生した水災害時の水防活動に関するヒアリング調査、水防体

制強化のための問題点及びその改善のための課題の抽出、内水被害発生時における水防体制の問題点の抽出を行った。 

 
 

豪雨時における都市域の浸水危険度評価手法に関する研究 
Study of inundation risk evaluation in urban areas 

（研究期間 平成20～22年度） 

 危機管理技術研究センター 水害研究室                   主任研究官 山本  晶 
 
［研究目的及び経緯］ 

 近年、集中豪雨の発生件数は増加傾向にあり、全国各地で浸水被害が発生している。特に都市部の河川流域では、都

市化の進展に伴い、宅地開発や道路面積等の増大によって地表面がコンクリートやアスファルトで被覆され、雨水が地

下に浸透しにくい構造となっており、大量の雨水がごく短時間に河川や雨水管に流入するため、雨水排水能力が追いつ

かず、雨水が地表面に溢れてしまうという都市型水害が、毎年のように発生している。こうした都市域の内水被害の危

険性をあらかじめ把握しておくことが必要である。 
本研究課題では、過去の都市型水害の事例および、様々な降雨パターンによる氾濫解析結果から、降雨強度、地形条

件等と浸水現象との関係を整理・分析し、降雨条件及び地形条件等から地域の浸水危険度を簡易に評価する手法の検討

を行う。平成２１年度は、地形条件等による地域の浸水危険度を簡易評価手法の提案を行った。 
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降雨情報を用いた都市域における局所的な浸水リスク評価に関する調査 
Study of local inundation risk evaluation with using precipitation data in urban areas 

（研究期間 平成20～22年度） 

 危機管理技術研究センター 水害研究室                   主任研究官 山本  晶 
 
［研究目的及び経緯］ 

 近年、集中豪雨の発生件数は増加傾向にあり、全国各地で浸水被害が発生している。特に都市部の河川流域では、都

市化の進展に伴い、宅地開発や道路面積等の増大によって地表面がコンクリートやアスファルトで被覆され、雨水が地

下に浸透しにくい構造となっており、大量の雨水がごく短時間に河川や雨水管に流入するため、雨水排水能力が追いつ

かず、雨水が地表面に溢れてしまうという都市型水害が、毎年のように発生している。こうした都市域の内水被害の危

険性を住民に知らせるため、内水ハザードマップの作成・公表が求められているが、都市域の複雑な水現象をモデル化

することは困難であり、内水ハザードマップの作成がこれまで進んでこなかった。 
 そのため、平成２０年度に「内水ハザードマップ作成の手引き（案）」が改訂され、シミュレーションに寄らない簡易

的な方法により浸水想定を行うことが可能となった。 
本研究課題では、様々な降雨パターンを与えて氾濫解析を実施し、対象地域における浸水リスクを評価する。さらに、

過去の事例分析及び氾濫解析に基づく浸水リスクの評価結果を踏まえ、降雨情報から簡易に浸水リスクを評価する手法

を提案する。平成２１年度は、地形条件や下水道の整備状況等を用いた地域の浸水危険度を簡易評価手法の提案を行っ

た。（「豪雨時における都市域の浸水危険度評価手法に関する研究」と併せて実施） 
 

 

防災情報のフォローアップ調査 
Research for recognition degree of disaster prevention information receivers 

               （研究期間 平成20～22年度） 

 危機管理技術研究センター 水害研究室                   主任研究官 山本  晶 
                                      研 究 官 大谷  周 

［研究目的及び経緯］ 

洪水時における情報提供については、これまで洪水予報文の見直しや水害に関する様々な情報の提供が進められてき

たが、今なお人的被害が発生している状況であり、国総研においては、洪水時に適切な避難を促すために必要な情報の

内容とその提供手段等について研究を行っているところである。本調査は、洪水に関する防災情報について現状と改善

の方向性について調査を行うものである。 

 平成21年度は避難判断水位や避難勧告の設定の考え方等について河川管理者や市町村にアンケートを行い実態を把握する

とともに、洪水時の情報伝達の実態や課題、平成19年に見直しを行った洪水等に関する防災用語の普及の状況についてヒアリ

ング調査を実施した。 
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流域を１つのシステムととらえた流出・氾濫解析手法の検討 
Study of flow and flood anylysis system for urban areas 

              （研究期間 平成20～22年度） 

 危機管理技術研究センター 水害研究室                   室   長 伊藤 弘之 
                                      主任研究官 山本  晶 

［研究目的及び経緯］ 

 都市化の進展や局地的豪雨等により都市域における浸水被害が頻発していることを受けて、平成１６年５月に特定都

市河川浸水被害対策法が施行され、都市域における浸水被害対策の強化が図られ、特定都市河川流域に指定された地域

においては、河川管理者、下水道委管理者、河川・下水道管理者以外の地方公共団体の３者が連携して流域水害対策計

画を策定することになっている。計画策定にあたっては、河川整備、下水道整備、流域対策（雨水貯留浸透施設等）の

効果を同時に評価することが求められる。本研究はこうした河川、下水道及び流域対策を同時に評価するモデルを構築

し、氾濫解析プログラムを開発するものである。 

 平成21年度は前年度に作成した氾濫解析プログラムに流出解析等の機能を加え、実際の洪水と比較してプログラムの

適用性の検証等を実施した。 

 

治水事業の経済評価に関する調査 
Study on economical estimation of flood damages. 

（研究期間 平成21～22年度） 

 危機管理技術研究センター 水害研究室    室   長 伊藤 弘之 
   主任研究官 小林  肇 

［研究目的及び経緯］ 

治水経済調査は、堤防やダム等の治水施設の整備によってもたらされる経済的便益や費用対効果を計測することを

目的として、「治水経済調査マニュアル（案）」に示される手法を用いて実施されている。しかし、現行の治水経済調

査マニュアル（案）における一般資産被害額の算定方法は、平成７年度以前の水害の実態調査に基づいており、その

後の水害や社会情勢・生活様式の変化等を反映する必要が生じている。 

本調査では、現行の治水経済調査マニュアル（案）の改訂に向けた基礎資料とするべく、既定の被害率について生

活様式等の変化に係わる見直を行うための、調査方法及び適切な調査間隔、水害被害に係わる実態調査票、調査結果

のデータベースの構築等について検討を行うとともに、新たな被害項目として地下空間の被害率算定のための検討を

行った。 
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大規模水害時の氾濫域における氾濫流・排水対策に関する研究 
Study on measures against flow and measures of exhausting water in flooded area at large flood disaster 

（研究期間 平成21～22年度） 

 危機管理技術研究センター 水害研究室    室   長 伊藤 弘之 
   主任研究官 小林  肇 

［研究目的及び経緯］ 

水害に対して脆弱な国土条件を有する我が国においては、水害を回避・低減する対策だけでなく、大規模な洪水に

より甚大な被害を受けた場合でも、速やかに復旧・復興を行い、社会や国家機能を維持・回復できることが重要であ

る。 

このため本調査では、電力・ガス・水道・情報通信等のライフラインの被害や復旧に当たっての相互連関について

調査するとともに、水害に伴う発生土量と発生廃棄物量の調査を行い、河川状況等により類型化し、廃棄物発生量の

推計方法について検討した。以上を踏まえて、検討対象地域における大規模水害時の廃棄物対策及びライフライン復

旧に関するケーススタディを実施し、効率的な廃棄物対策及びライフライン復旧のためのシナリオをとりまとめた。 

 
 

洪水監視システム構築（中小河川対応）検討 
Study of global flood watch-and-forecast system 

                    （研究期間 平成21年度～） 

 危機管理技術研究センター 水害研究室                   室   長 伊藤 弘之 
主任研究官 山本  晶 

                                      研 究 官 大谷  周 
［研究目的及び経緯］ 

近年、局所的な豪雨により中小河川の洪水や内水による被害が多発している。こうした状況に対応し、適切な危機管

理活動を行うためには、従来のような規模の大きな河川の基準点のみを対象とした洪水の監視・予測だけでなく、中小

河川や河川流域を含めたきめ細やかな監視・予測をしていく必要がある。本研究では水害リスク評価に係わる最新の技

術的知見や研究動向の把握を行い、それらの分析結果を踏まえて、国総研は、一地域、一地方の事情に特化せず、日本

全国の河川、流域に適応可能な広域的な洪水の監視・予測システムのあり方について検討を行う。 

 平成21年度は、システムに求められている要件を整理し、システムに取り入れるべき技術的要素を検討した。 

 

洪水予測精度向上手法の検討 
Study for precision enhancement of flood forecast 

                （研究期間 平成21年度～） 

 危機管理技術研究センター 水害研究室                   室   長 伊藤 弘之 
主任研究官 山本  晶 

                                      研 究 官 大谷  周 
［研究目的及び経緯］ 

水害時の人的被害軽減のためには被害の可能性を速やかに予見し、適切な対応を取ることが必要である。 

 そのために、地整や河川事務所では管理する河川の水位等を予測する洪水予測システムを導入し、洪水予警報発令等

に活用しているが、時により予測した水位と実際の水位の乖離が大きくなることがある。これは雨量の予測が困難であ

ることが大きな原因の１つであるが、他にも現行の計算モデルの選択や計算パラメータの設定が必ずしもその河川にと

って適切でない、洪水調節施設の効果の反映が不十分である等、洪水予測システムにも改善の余地が多く見られるのが

実態である。本研究は、現在地整・河川事務所等で行っている洪水予測の実態について整理し、幅広い観点から予測精

度向上のための方策を検討するものである。 

 平成21年度は、分布型洪水予測モデルについて、複数の計算モデルの特徴整理及び計算結果の比較検討を行い、分布

型洪水予測モデル構築に当たっての留意点をとりまとめた。 
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高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発 
Development of land monitoring technology for disaster mitigation                          

by advanced image processing systems 
 

（研究期間 平成 20～21 年度） 
 

危機管理技術研究センター地震防災研究室 室長 高宮 進 
 Research Center for Disaster Risk Management  Head Susumu TAKAMIYA  
 Earthquake Disaster Prevention Division 主任研究官   中尾 吉宏 
      Senior Researcher Yoshihiro NAKAO 

研究官 本多 弘明 
Researcher Hiroaki HONDA 

 
Land monitoring technologies and actual states of disaster response are surveyed. Interviews 

with persons in charge of prevention of damage by natural disaster in a regional bureau and a local 
public are conducted presenting results of these surveys, to verify validity of these technologies and to 
extract problems in introduction of them into disaster responses. 
 
［研究目的及び経緯］ 

大規模地震後におけるインフラ施設の危機管理対

応・復旧活動を円滑に進めるために、それら施設の管

理機関による被害状況の迅速な把握が求められている。

近年、人工衛星や航空機等から画像を撮影し、その画

像を処理して状況把握に役立てる技術（以下、「画像取

得・処理技術」）の開発が進められており、迅速な被害

状況把握に向けて、この様な技術をインフラ施設管理

機関の災害対応業務に適用することが考えられる。 

本研究は、インフラ施設管理機関の災害対応業務の

現状を把握し、被害状況把握に利用できる各種画像取

得・処理技術の特徴を整理した上で、災害対応業務に

おける画像取得・処理技術の有効性の検証を行うこと

を目的とする。 

［研究内容］ 

１．災害対応業務の現状の把握 
地方整備局や地方公共団体に対して災害対応業務に

関するヒアリングを行うとともに、過去の災害対応の

記録を基に、インフラ施設を点検するために要した時

間を算出した。 

２．各種画像取得・処理技術の特徴整理 
被害状況把握に利用できる画像取得・処理技術に関

して、文献調査やヒアリング調査を行うことにより、

撮影範囲や画像入手のタイミング等を整理した。 

３．画像取得・処理技術の有効性の検証 
災害対応業務における画像取得・処理技術の有効性

の検証や導入に向けた課題の抽出を行うことを目的と

して、地方整備局や地方公共団体を対象としたヒアリ

ング調査を行った。 

［研究成果］ 

１．災害対応業務の現状の把握 

ヒアリング調査や文献調査により、災害対応業務の

現状を把握した。その中で、「地方公共団体では、点検

が後回しになるインフラが生じる可能性がある」、

「TEC-FORCE 隊員や資機材の適切な配置のために、

被害状況の概観が必要」、「都市部の重要施設の健全性

の確認が必要」等の災害対応業務の更なる改善に向け

た課題が抽出された。 
また、大規模地震後の点検に要した時間の整理結果

（図－１）から、国土交通省が管理するインフラの点

検は概ね 1 日以内に完了するが、県が管理するインフ

ラや砂防分野の点検には 3 日以上を要するケースがあ

ることが判明した。 
以上から、県等が管理するインフラについて、被害

状況の迅速な把握が可能な状況把握手法が求められて

いると考えられる。 
２．各種画像取得・処理技術の特徴整理 

整理した技術のうち、可視域を検知するセンサ（光

学センサ）について以下で整理する。調査項目を、「航

空機デジカメ」、「高解像度衛星センサ」、「中解像度衛

図－１ 点検に要した時間 

分野 管理者区分 6hr 12hr 18hr 24hr 30hr 36hr 42hr 48hr 54hr 60hr 66hr 72hr
兵庫県南部地震

阪神高速
国交省
県

岩手・宮城内陸地震
国交省
県

砂防 －
国交省
県

新潟県中越沖地震
国交省
県

砂防 －
国交省
県

道路

道路

道路

河川

河川

：点検中
：点検済
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