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令和２年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

Proceedings of the NILIM Conference (2020) 

 

         概要 

 本資料は、「令和２年度国土技術政策総合研究所講演会」の講演内容をま

とめたものである。本講演会は、国総研の取り組みを広く世間に紹介すること

を目的に、国総研発足の平成13年度以降、毎年開催している。今年度は、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点から、各研究部門の最新の研究動向・研究成果

に関する講演を事前に収録し、国総研ホームページ上で動画を配信する形式で実

施した。 

 

              ｷｰﾜｰﾄﾞ ： 

 

講演会､国土技術政策総合研究所、最新の研究動向・研

究成果 

         Synopsis 

  These proceedings summarize the NILIM conference of F.Y. 2020. Since the 

establishment of NILIM in F.Y. 2001, this conference has been held annually with 

the goal of popularizing the efforts and initiatives of NILIM. This year, in an attempt 

to prevent further spread of the novel coronavirus, NILIM's lectures on the latest 

research trends and results of each research division were recorded in advance and 

have been uploaded to NILIM website. 
 

              Key Words ： 

 

Conference, NILIM, the latest research trends and 

research results etc. 
 



はじめに 

 
 
国土技術政策総合研究所講演会（国総研講演会）は、国総研の取り組みを広く世間に紹介

することを目的に、国総研発足の平成 13 年度以降、毎年実施している。 最近の国総研講演

会では、一般講演の他、防災･減災や生産性革命等の時流にあったテーマを設定し、そのテ

ーマに即した有識者による特別講演と分野横断的な議論を行うパネルディスカッションを

実施してきた。 
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、各研究部門の最新の研究動向・

研究成果に関する講演を事前に収録し、国総研ホームページ上で令和３年１月１８日（月）

から動画を配信する形式で実施した。この開催方法に合わせ、特別講演、パネルディスカッ

ションは中止とし、個々の研究部門の魅力ある取組をご紹介できるよう一般講演のみとし、

研究部門の講演を個々にいつでもどこでもご聴講いただけるようにした。 
 
 本報告書は令和２年度「国土技術政策総合研究所 講演会」の内容を記録として残すとと

もに、聴講者によりご理解いただけるよう講演集として、とりまとめたものである。 

 

 最後に、ご多忙中にも関わらずご聴講いただいた皆さま、講演会の開催にあたりご協力い

ただいた関係各位に感謝を申し上げる。 
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ご挨拶 

 

日頃より当研究所の活動にご理解･ご協力いただき、誠にありがとうございます。  

国土交通省国土技術政策総合研究所（国総研）は、住宅･社会資本分野における唯一の国の研究機

関として、技術を原動力に、現在そして将来にわたって安全･安心で活力と魅力ある国土と社会の実

現を目指して活動しています。  

国総研では、近年各地で発生する台風や低気圧に伴う豪雨や暴風により甚大な災害に対する対応策

やインフラメンテナンス等の国土の強靱化に関する研究や、新しい技術を活用した社会の生産性と成

長力を高めるための研究、豊かで暮らしやすい地域･環境を創るための研究を行っています。この他、

民間企業等の技術開発促進に向けた取組や、地方自治体等に対する災害復旧支援や技術支援を行って

います。  

国総研講演会は、国総研の取り組みを皆様にご紹介することを目的に、国総研発足の平成 13 年度

以降、毎年開催させていただいております。 最近の国総研講演会では、一般講演の他、防災･減災や

生産性革命等の時流にあったテーマを設定し、そのテーマに即した有識者による特別講演と分野横断

的な議論を行うパネルディスカッションを実施して参りました。  

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、国総研ホームページ上でのオンライン開

催とすることといたしました。この開催方法に合わせ、特別講演、パネルディスカッションは中止と

させていただき、個々の研究部門の魅力ある取組をご覧いただけるよう一般講演のみとし、研究部門

の講演を個々にいつでもどこでもご覧いただけるようにしました。国総研の研究動向や研究成果を広

くみなさまに知っていただくため、多くのご視聴をお待ち申し上げております。 

 

令和3年1月  

 国土交通省国土技術政策総合研究所  

 所長 天野 邦彦 
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１．下水道分野の革新的技術実証「B-DASHプロジェクト」の10年 

―その成果と国総研の役割― 

（国土技術政策総合研究所 下水道研究部長 岡本 誠一郎） 

 

 

 国土技術政策総合研究所 下水道研究部長の岡

本です。本日は「下水道分野の革新的技術実証

『 B-DASH プロジェクト 』の10年」というタイ

トルで、これから発表させていただきます。 

 

 

 

 

 

 今日の講演の概要になります。「B-DASH プロジ

ェクト」というのは下水道の技術実証研究開発の

プロジェクトになります。10年がたちまして、今

日はその開発してきた技術とかその普及の取組、

さらにはこのB-DASHプロジェクトがどういった役

割を果たしてきたかということについて御紹介し

ていきたいと思います。 

 

 

 まずは、B-DASHプロジェクトの紹介と背景の説

明をさせていただきます。 

 B-DASHプロジェクトというのは、こちらのスラ

イドにもありますとおり、国土交通省が行ってお

ります「下水道革新的技術実証事業」の略称にな

ります。 

 目的はここに書いてあるとおりですが、有識者

の審議を経て国交省でこの実証事業を採択いたし

ます。私たち国総研の委託研究としまして、民間

等から成る共同研究体の皆さんに実証研究を実施していただきます。その成果を踏まえて、我々が技

術導入ガイドラインを策定することになってまいります。また後ほどこれについては順を追って御説

明していきたいと思います。 
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 「B-DASH までの道程」という題目になっており

ますが、これまでB-DASHプロジェクト以前にも下

水道分野では幾つかの技術開発プロジェクトが行

われてきました。それぞれのプロジェクトについ

て、それぞれの時代背景を反映したテーマ設定が

されてまいりました。最初に行われたのはバイオ

フォーカスWT（wastewater treatment）というプ

ロジェクトですが、この当時バイオテクノロジー

というものが非常に発展していたと。これを排水

処理に適用していこうといったプロジェクトになります。 

 また、２つの SPIRIT21 というプロジェクトがございます。最初のパートでは、これは下水道の機

能改善といったものをテーマといたしましたし、その次の LOTUS プロジェクトでは、下水道が普及し

ますと発生する下水汚泥を処分しないといけない。この処分というものを安いコストでリサイクルに

変更していこうと、このための技術開発というものが進められていたという経緯がございます。 

 B-DASH の１つ前に A-JUMP という技術開発プロジェクトがございました。これは日本が非常に高い

技術を持っています膜処理技術というものがございます。水は通すけれども、汚れは通さないという、

非常に小さな孔の空いた膜を使って排水を処理していくのですが、この技術を下水道に適用していこ

うと。さらには、この技術は海外でも競争力がございますので、海外展開していこうと、こういった

プロジェクトになっております。ここでは実際の規模で技術を検証していこうということが行われま

して、この実規模の実証は今のB-DASHにも継承されているといった流れがございました。 

 それでは、なぜ下水道にはこういったB-DASHプ

ロジェクトというものが必要だったのかというこ

とについて御説明したいと思います。 

 １つ目の大きな理由は、下水道が全て地方公共

団体事業だということです。国の直轄事業という

ものがございません。したがいまして、国主導で

新技術を実証していったり、さらには普及展開し

ていく、こういったものがなかなか行いにくいと

いった環境にございます。 

 もう１つの理由ですけれども、下水処理や汚泥処理はもともと新しい技術開発の余地が多く残され

ていると。新技術開発とその利用は非常に可能性がある分野だと言われていました。ところが、実際、

民間のプラントメーカーさんなどからは、開発した技術の導入が進まないといった声が続いておりま

した。これは地方公共団体の方が、どんなに優れた技術でも、実績が少ないあるいは技術資料とか積

算資料が少ないといった場合ですとなかなか採用しない、といったケースがございました。 

 

-4-



 これは、今見ていただきました幾つかの技術開

発プロジェクトでも、残念ながらなかなか克服で

きなかった、こういった経緯がございました。 

 

 

 

 

  

 そこで、このB-DASHプロジェクトでは、これま

での技術開発を超えるブレークスルーが必要だと

いうことになりまして、このB-DASHでは３つの突

破口というものを設けて、これまで技術を開発し

てきたということになります。 

 １点目は、先ほどA-JUMPのところで紹介しまし

た実規模レベルの施設での研究をすると。これに

よって、パイロットプラントをスケールアップし

たときに、本当に大丈夫なのかといった不安を払

拭できるということで、こういった実規模にこだわってきたという経緯がございます。 

 ２点目ですけれども、これはある種の国のお墨つきをその技術に与えようということで、私たち国

総研では、この技術実証が終わりますと技術導入ガイドラインを策定して公表します。これにより、

地方公共団体さんは、この導入ガイドラインに沿って、この技術が適用可能か、あるいは適用したと

きにどんな効果があるかといったことをそれぞれで調査・検討していくことが可能になります。 

 さらに、３点目は、この B-DASH は民間企業と地方公共団体、さらには大学等の研究機関との連携

による開発体制をとります。特にこの地方公共団体が加わっていることがポイントになります。これ

は、ある種の導入第１号という実績にもなりますし、また、地方公共団体の方が開発に加わることに

よりまして、よかった点とか効果、性能、こういったことを地方公共団体の方が口コミで広げていっ

てくれる、そういったインフルエンサーになり得るといった点で、B-DASHでは３つの突破口を設けて

これまで技術開発を進めてまいりました。 
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 続きまして、実際にその開発技術について御紹

介していきたいと思います。 

 こちらの表はこれまで10年間にテーマ設定した

技術開発のテーマになります。B-DASHの場合は、

事業主体、地方公共団体さんのニーズ調査を行い

まして、ニーズの高い技術テーマを毎年度幾つか

ずつ募集をしてまいります。これまで 10 年間で

35テーマ、48技術を採択してまいりました。その

うち順番で早いほうから技術導入ガイドラインを

策定いたしまして、今、順次 28 の技術についてこのガイドラインを策定・公表しております。残念

ながら、ガイドラインの策定まで至らなかった技術もございますけれども、順次、ちょうど今、この

辺ですね。2017、18、19辺りのガイドラインの策定・公表を進めているところです。 

 また、この B-DASH は実規模の技術実証になるのですけれども、いきなり実際の規模でというのに

なかなか、まだもう少し検討が必要な技術もございます。そのため 2016 年度からはその技術のフィ

ージビリティーを調べていくＦＳ調査もこの実規模の開発とは別に進めてきてございます。 

 さて、どういったテーマをこれまで採択してき

たかということになるのですけれども、特に最近

は、この表を見ていただきますと幾つかの傾向が

見えてくるかと思います。１つはＩＣＴとかＡＩ

を活用した技術というものが特徴になります。こ

れはやはり地方公共団体の下水道部局でも、なか

なかその管理する人材、マンパワーを確保し切れ

ない、あるいはより効率的に市の中の施設を管理

していく、こういった必要性からＩＣＴ／ＩｏＴ

を活用する、あるいはＡＩを搭載したシステムにより、より効率的に施設を管理していくといったニ

ーズの反映ということが言えるかと思います。 

 また、２つ目の特徴としては、B-DASHのスタート当初は、どちらかというと大規模都市向けの技術

が割と多かったのですけれども、５年ほど前から、むしろ中小都市向けの下水道の資源、あるいはエ

ネルギー活用といった技術の採択が多くなってきております。中小都市の場合は、下水道の技術力と

かその組織体制がなかなか大都市に比べますと弱いところがあると。そこを技術的な側面でカバーし

ていこうといったニーズの表れと捉えることができると思います。 

 最後、３点目ですけれども、こちらもやはり小規模、小さい都市向けの技術になりますが、ダウン

サイジング、あるいは小規模向け水処理技術になります。我が国は世界でもトップの高齢化社会にな

っております。人口減少がもはや避けられない、既に直面する課題となっています。そういう中で、

インフラに対しても人口減少に対してどう対応していくかといったダウンサイジングというものが必

要になってまいります。そういったものに対応していく技術をこの B-DASH プロジェクトの中で開発
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を進めているところです。 

 それでは、具体的に幾つかの技術を御紹介して

いきたいと思います。ユニークなものを３点ほど

御紹介したいと思います。 

 まず１点目、下水処理編ということで、下水を

処理する技術ですけれども、こちらに書かせてい

ただいたとおり、過去のローテク技術をリニュー

アルしたというものです。昔、今はほとんどない

のですけれども、散水ろ床法という、水槽の中に

砂利を詰めまして、その上から下水を振りかける。

礫の周りに微生物が膜をつくる、そこで下水を処理するといった技術がございました。最近の方法と

違って、非常にエネルギーを食わない手法ですけれども、幾つかの弱点もありまして、今は別の標準

活性汚泥法という方法に取って代わられています。 

 しかし、改めてこの昔の技術を最新の要素技術でリニューアルしていったというのがこの手法です。

この散水ろ床のろ床というものを、礫、砂利からこういったスポンジの担体に変更いたしました。こ

れによって微生物の密度を非常に高めている。これは下水処理の能力を高めることになります。また、

この散水ろ床法では、これまで処理水がちょっと濁るという弱点がありましたが、それに対して、ろ

過を後段につけるということで、その弱点を克服したと、こういった技術になります。この技術は、

非常に単純であるということと、水温が高いほうが処理能力が高いということで、海外にも適用がで

きるのではないか、そういった期待が持たれております。 

 次の技術ですが、こちらは汚泥処理技術になり

ます。下水を処理しますと、その残りかすといい

ますか、下水汚泥というものが大量に発生いたし

ます。この処理過程でこれを発酵させますと、メ

タンガスが回収できます。このメタンガスから水

素をつくろうという技術です。昨年の報道でも政

府では2030年までにこの水素を主力の燃料にして

いこうといった報道もございました。この水素を

下水処理場で精製して回収できるメタンガスから

つくっていこうという技術になります。 

 このメタンガスを水素にするという要素技術は、既にこういったユニットが開発されておりまして、

これによってメタンから水素をつくることは可能ですけれども、問題は下水道で回収したメタンの不

純物をいかに取り除くかというところが技術の１つのポイントになります。この要素技術と全体を組

み合わせて水素を回収する、こういった技術を開発してまいりました。 

 こちらの写真ですが、これは福岡市の下水処理場に隣接するところに既にこういった水素ステーシ

ョンを設置しまして、燃料電池車に水素を供給できるといった夢のある技術開発も行っております。 
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下水から回収するエネルギーは再生可能エネルギーに分類されますので、これは完全に再生可能な

いわゆるグリーン水素になりますし、これはエネルギー需要の多い都市部で供給できる、こういった

エネルギーの地産地消にも役立つ技術ができたのではないかなと思っております。 

 こちらが３点目の技術、下水管路の技術になり

ます。日本の下水道というのは、今は分流式とい

うことで汚水管と雨水の管を別のパイプラインの

系統で流します。したがいまして、汚水管に雨が

降っても雨水は本当は入ってこないはずですが、

だんだんパイプラインが老朽化していったり、あ

るいは御家庭の雨どいから汚水管に誤接続という

ことがございますと、雨水が雨のとき汚水管に入

ってまいります。 

 こうなりますと、汚水混じりの水が道路から噴き出したり、あるいは家庭内に逆流したり、大変な

ことになるわけですけれども、この対策はなかなか実は進んでおりません。その最大のネックが、水

が侵入してくる実態を調査するのは非常に手間がかかる、ここがボトルネックになっておりました。

そこで開発した技術というのは、従来の方法と全く異なる手法で調査をしようというものでした。 

 これまでの調査は、下水管の中に流量計あるいは水位計を設置して、雨のときにどれぐらい水が増

えてしまうか、こういったものを計測するわけですけれども、毎回雨のときにこういった計測をしな

いといけない。それもそんなに箇所がたくさんできるわけではないということで、非常に手間がかか

るというところはネックになっていました。 

 開発した技術では、音を使って侵入水をキャッチしようというものです。こちらに写真と図がござ

いますが、この黄色いボックスの中に市販のボイスレコーダーが入っております。マイクを垂らしま

して、これをマンホールの至るところに設置します。ここで下水管の中の音を集音・録音して、雨が

入ってきたときの音が変わる、その変わり方をＡＩに学習させて、これによって汚水管に雨が入って

きたときの量とか状況を捉えます。 

 これによりまして、侵入水の調査が非常にコストダウンを図ることができた。また、この侵入水検

知までの一連の作業が非常に迅速になりまして、この作業というものを簡単に行うことができるよう

になりました。これによって侵入水対策は非常に低コストで迅速に行うことができるのではないかと

我々は期待しております。 
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 次に、この技術の社会実装、普及展開について

御紹介していきたいと思います。 

 私たち国総研では、この技術開発のサポートと

ガイドラインの策定だけではなくて、この普及展

開についてもいろいろと取組をしております。下

水道分野では、日本下水道協会の主催の下水道展

というイベントが毎年夏に行われます。昨年は残

念ながら新型コロナの影響で中止になりましたが、

今年も夏に大阪で実施される予定です。 

 ここに「B-DASHブース」という写真がございますが、こういったものを展示しまして、いろいろな

技術を毎年紹介しております。また、このタイミングを捉えてガイドラインの説明会も行っています。

その他、もちろんいろいろな学会でこの技術開発の結果の紹介もさせていただいております。 

 それでは、具体的にどれぐらいその技術が導入

されてきているかということになりますが、現在

開発してきたうちの10技術、100件以上の導入実

績が報告されています。その内訳を示したものが

下のグラフになります。開発されてきた技術の中

で、管路内の調査・点検技術は、開発後すぐに、

あるいは開発の途中でも活用されている傾向が見

て取れます。それは開発後も引き続き続いている

と。これがこの黄色い棒グラフになります。 

 一方で、施設の更新時期に合わせた技術導入となっていくもの、下水・汚泥処理がこういうものに

当たりますけれども、こういったものはやはり時間がかかっております。現在 B-DASH の開発から 10

年がたっておりますが、こういった水処理・汚泥処理の技術はこれから技術の普及が進んでいくと

我々は期待しておるところです。 

 最後の話題になります。B-DASHプロジェクトの

果たした役割ということの御紹介をいたします。 

 ここまで御紹介したとおり、B-DASHは民間など

の研究開発支援ということで、ともすれば民間の

技術開発の後押しをしているだけではないかと捉

えられがちです。しかし、このB-DASHの役割はそ

れにとどまりません。ここに紹介しておりますが、

B-DASH技術が普及してまいりますと、水処理や汚

泥処理はこれまでよりも非常に効率の高い技術が

開発されて、これを利用していけることになります。 

 そこで、国交省では、まず、汚泥処理施設に対してある種のトップランナー方式を導入しました。
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地方公共団体さんが下水道施設をつくるときに、国の交付金を活用する場合がほとんどですが、この

交付金の対象として一定の性能を求めることにいたしました。 

 ここに焼却炉の例と消化槽の例を示しておりますが、焼却炉の例ですと、新たに導入する焼却炉で

は、焼却した場合の廃熱の回収率が40％以上のものにしてくださいと。あるいは従来の技術よりも電

力消費が少ないものを入れてくださいといった要求性能を設けることによりまして、B-DASH技術の導

入ではなくてもこれと同等の施設が導入される。これによって B-DASH 技術がトップランナーとなり

ながら国全体の技術が底上げされるといった効果が期待されるということになります。したがいまし

て、B-DASH技術は国内全体の能力向上に貢献してきている、こういったことが言えると思います。 

 最後になりますが、B-DASHにおける国総研の役

割と果たした役割をまとめたいと思います。国総

研では、この10年間B-DASH プロジェクトの実施

機関として役割を果たしてまいりました。それは

技術開発の支援ということだけではなくて、実証

後に技術導入ガイドラインを策定して地方公共団

体の技術導入のサポートをしてまいりました。 

 今、この前に紹介したとおり、B-DASHというも

のはトップランナーであって、これは国全体のボ

トムアップにもつながっていくわけですけれども、その要求性能の検討も我々はサポートしてきたと

いうことになります。その結果として、B-DASH により多くの実用技術を普及させてきたと共に、B-

DASH技術というものが国内全体の施設能力向上に貢献してきたということが言えると思います。 

 最後にもう１つ、B-DASH の実証施設の写真を御

覧いただきまして終わりにしたいと思いますが、

こちらも途中で御紹介した水素を下水道処理場で

つくろうという、もう１つ違うタイプの写真にな

ります。メタンガスを精製・貯蔵して、それをこ

こで生成して、こちらの白い建物が水素を製造す

るユニットになります。裏側に水素を提供するス

テーションがございます。今後全国でこういった

施設がどんどん広がっていく。これは下水道の付

加価値を高めることにもなります。我々は B-DASH 技術をますますこれから下水道を夢のあるものに

していくために、国総研としてサポートしてまいりたいと思います。 

 本日は御清聴どうもありがとうございました。 

―了― 
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２．流域治水に資する研究開発 ～河川研究部の最近の研究より～ 

（国土技術政策総合研究所 河川研究部長 佐々木 隆） 

 

 

 河川研究部長の佐々木と申します。 

 私からは、「流域治水に資する研究開発 ～河

川研究部の最近の研究より～」と題して講演をさ

せていただきます。 

 

 

 

 

 

 本日の講演内容は以下のとおりです。 

 国交省では、水災害を防止・軽減するために、

河川区域のみならず河川流域全体での治水を目指

しており、それを流域治水と言っております。ま

ず初めに、流域治水の概要を説明し、その上で河

川研究部における流域治水の推進に関連する研究

項目を述べ、そして、そのうち４つについて個別

研究の内容を紹介していきます。 

 これは１の流域治水についてですが、気候変動

の影響や社会状況の変化などを踏まえ、これまで

の施設による治水を推進するとともに、河川流域

のあらゆる関係者が共同で流域全体にて行う治水

対策が必要な状況となってきています。この中で

は、治水計画を気候変動の影響を考慮したものに

見直しを行った上で、①氾濫をできるだけ防ぐ・

減らす対策、②被害対象を減少させるための対策、

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策、そ

れらをハード・ソフト一体で多層的に進めるものです。 

 例としましては、治水ダムの建設・再生、利水ダムの活用などは、①の氾濫をできるだけ防ぐ・減

らすための対策になります。リスクの低いエリアへの移転、リスクが高い地域での土地利用規制など

は②の被害対象を減少させるための対策であり、また、洪水予測などにより避難体制を強化すること、

被災時の支援対策の充実は③に分類する被害の軽減、早期復旧・復興のための対策になります。ここ

で挙げているものだけでも、種々の対策・方策が考えられております。 
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 河川研究部では、国総研内の横断的組織である

気候変動適応研究本部での活動などを通じて、気

候変動適応策に関する研究を早くから進めてきて

おります。国交省において、「流域治水」という

呼称での治水対策の推進は今年始まったところで

すが、これまで河川研究部で行ってきた研究は、

流域治水の推進にも役立つものとなっております。 

 先ほど流域治水では３つに分類しての対策があ

ることを紹介いたしましたが、河川研究部で行っ

てきた、あるいは現在行っている研究項目をその３分類で示したものがこのページです。この機会に、

研究の題名だけですけれども、この項目を全て紹介させていただきます。 

 まず、①の対策に分類されるものです。氾濫を

できるだけ防ぐ・軽減するための対策。河川研究

部では、河道・堤防の整備、ダムの整備・新設に

関する基本的な研究に加えて、気候変動を踏まえ

た降雨特性に関する研究、越水時に決壊しにくい

河川堤防の構造に関する研究、ダムの洪水調節機

能強化（運用高度化）に関する研究、ダム再生の

推進技術、水害リスク評価手法に関する研究、高

波に対して粘り強い海岸堤防に関する研究、海面

上昇へ対応した海浜変形予測手法及び海岸保全施設強化策に関する研究です。 

 ②被害対象を減少させるための対策としまして

は、水害リスク評価手法に関する研究（再掲）と、

氾濫推定情報に関する研究、そして、高潮浸水想

定区域図作成の手引き検討などがございます。 
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 さらに、③被害の軽減・早期復旧・復興のため

の対策としましては、氾濫推定情報に関する研究

（再掲）、レーダー雨量計による豪雨監視に関す

る研究、洪水危険度見える化技術に関する研究、

氾濫危険情報提供に関する研究、海岸うちあげ高

予測システムの開発、水防活動の支援に関する研

究などがございます。 

 

 

 これは全体を示したものになりますが、そのほ

か、国総研では下水道関連、都市・住宅関連等の

分野で多くの関連する研究が実施されているとこ

ろです。この中で、今日はこのページで◎印を付

した４つの研究項目について、その概要をこれか

ら紹介させていただきます。 

 

 

 

 まず、個別紹介のうちの最初の１つ目の研究で

すが、越水時に決壊しにくい河川堤防の構造に関

する研究は、危機管理対応としての堤防強化策に

つながるものです。令和元年の東日本台風による

洪水では、全国 142 カ所の堤防が主として越水が

原因となって決壊いたしました。洪水時の河川の

水位を少しでも下げることが治水の大原則ではご

ざいますが、危機管理としての堤防強化は、堤防

の能力を超える洪水に対しても、浸水による被害

をできるだけ減らすための研究になります。 

 下の写真は、東日本台風時に堤防から越水して堤防が壊れたところの事例になります。 
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 令和元年の洪水被害に先立つ平成27年の鬼怒川

の堤防決壊を契機に、国交省では必要な箇所に危

機管理型ハードと呼ぶ対策を実施してきておりま

す。この下の左側の図のように、危機管理型ハー

ド対策は、堤防頂部の保護、堤防のり尻の保護か

ら成り立っております。東日本台風の際、この危

機管理型ハード対策を施していた箇所は、越水に

対して対策効果があったと考えられます。 

 真ん中の写真、これが危機管理型ハードを行っ

ていたところであり、そこでの効果はありましたが、中央の写真のように、一部のり面で浸食が生じ

ました。このようなことから考えても、より高い効果を追求する上では、粘り強い堤防というものを

目指すことが必要となります。右側の図に示しておりますが、この方法としては、表面を覆う方法や

堤防の真ん中に固い材料を入れる方法などが考えられております。 

 しかしながら、現時点では、いずれの堤防強化

策でも効果に幅があって、また、その効果に関し

ては不確実性があります。さらに、その効果を維

持するための長期的な管理方法が未確立という状

況にあります。そこで、国総研では対策工法を対

象に、大型堤防模型実験を用いた研究を実施中で

す。そのような大型模型実験による検討と、ほか

に大学等への委託研究、さらに新技術導入のため

に関係する業界団体等との意見交換などを進めて、

それらを総合して効率的に研究を進めているところです。 

 さらに、研究を効率的に進める上で、実際に越水した箇所、破堤したところや破堤していないとこ

ろの比較を通して、越水した箇所の特性に関しての調査も実施しております。ここで示しているよう

に、越水箇所の堤防形状・土質・越水状況等に関する情報を収集・整理、決壊を分けた要因について

調査・分析を行っていくということとなります。 

 下の写真は、表面被覆材料の効果を検討するための実験の状況です。予期しないような変状の発生

有無の確認や、設計のための理論を検討する上で、重要な実験的研究となっております。 
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 ２つ目の個別研究の紹介は、ダムの洪水調節機

能強化に関する研究です。現在は長期の雨量予測

情報を得ることができる状況となっておりますが、

そのような予測情報は不確実性を有しております。

その不確実性を考慮しながら、高度なダムの管理

を支援するための研究を実施しております。 

 下の図で示しているようなものは、そのような

高度なダム管理の事例を示したものであり、平常

時には洪水調節の一部にも利水のための水を貯留

するような弾力的な管理、洪水前には利水容量も活用して洪水調節に使える容量を一時的に多く確保

する事前放流、そして、洪水中はダム容量を最大限に使用して、下流の被害をできるだけ軽減するよ

うな洪水調節の方法がございます。 

 長期の雨量予報は、右側の図で示しているアン

サンブル予報という形で提供されるものが利用で

きます。台風が日本に近づいているときのある時

点での予報例となりますが、台風の進路が幅を持

って予測され、よって各地での雨量も幅をもって

示されます。 

 左のほうは、そのアンサンブル予報を事前放流

に利用するための研究についてのものです。 

 この上の図では、横軸が時間軸、縦軸がダム地

点での雨量を示したもので、線で描いたものがアンサンブル予測雨量で、大雨を予想した場合と少雨

の場合の予測雨量はこの矢印程度の幅がある。青い棒グラフが実際に降った雨量となります。 

 このような予測の結果、大雨の場合のダムの予測の貯水位と少雨の場合の予測の貯水位は、下の図

の矢印程度の幅を持つことになります。このような幅を持った雨量の予測に対して、大雨の場合でも

洪水調節容量が不足せず、また、少雨の場合でも利水容量が洪水後に回復できるような事前放流の量

を見出す手法について研究を行っております。 

 次に、個別課題の３つ目ですが、洪水危険度の

見える化技術の紹介です。この技術は水害リスク

ラインと名づけられています。この水害リスクラ

インの開発前までは、左側の図に示すように、河

川の中で水位計を設置しているところのみの点と

しての水位情報の提供がなされている状況でした。

しかし、大規模氾濫からの避難対策を支援するた

め、水位計設置箇所以外の河川の水位を予測して、

洪水危険度として示せるような技術開発を行った
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ものです。 

 右の図は、水害リスクラインにより、水位観測地点だけではなく連続した形で河川に沿った線で水

害危険度を示したものです。色分けで危険な水位への到達度合いを示しております。この水害リスク

ラインは既に一級河川において実用化されておりますが、河川水位の予測精度の向上、予測先行時間

の長時間化ニーズへの対応のため、研究を継続しております。 

 水害リスクラインを支える技術はここに示すと

おりですが、時々刻々変化する河川縦断水位を精

度良く把握・予測するためには、雨量観測・雨量

予測等の高精度化と共に、解析技術の高度化に加

え、さらに河道や河川水位の最新状況を的確かつ

きめ細かく把握し、予測へ反映することが重要と

なります。 

 

 

 これはその雨量観測技術を取り込んで精度を向

上させることの説明になりますが、雨量観測技術

面ではレーダー雨量計の技術が進んできており、

面的でより詳細な観測雨量情報の活用により、計

算精度を向上させていくことを考えております。 

 

 

 

 

 次に、水位観測技術ですが、現在は危機管理型

水位計という比較的簡易な水位計が多く設置され

てきている状況にありますので、そのような多地

点での水位観測データを用いて計算の精度向上を

目指しております。 
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 さらに、測量技術の面では、航空レーザー測深

によって得られる詳細な地形測量データ、樹木の

粗密に関する情報などを川のモデルに反映させて

計算精度を向上させるという方法を考えておりま

す。 

 

 

 

 

 水害リスクラインでは、精度良い数値計算を行

っていく上でデータ同化という技術を用いており

ます。計算値と観測値のずれがある場合に、デー

タ同化を介して観測データを計算に取り込んで、

ずれが小さくなるような計算値を得るというもの

です。その手法に関しても精度向上や計算安定化

のための検討を継続しております。 

 

 

 さらに、あらかじめ用意した写真等を利用して、

計算した水位がどの程度のものであるか、より洪

水の切迫感が伝わる表現方法についても検討を行

っております。 

 

 

 

 

 

 次に、個別課題の４つ目ですが、氾濫危険情報

提供を行うリアルタイム浸水予測システムの研究

です。集中豪雨等による水災害も頻発していると

ころですが、その対策としては引き続き河川や下

水道整備を進めることが重要です。洪水氾濫時の

ハザード、危険性に関わる情報については、あら

かじめ洪水浸水想定区域図等として公表されてき

ております。 

 それらに加えて、被害防止軽減に資するために、
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研究所では最新のＩＣＴ技術を活用して、リアルタイムに浸水予測情報を提供できるシステムの開発

を行ってきております。 

 この右側の写真が、開発したシステムをスマートフォンの画面で見ている状況であり、浸水が予測

されるところを表示できるようなものになっております。 

 なお、途中で説明しました洪水氾濫時のハザードの情報図については、多くの中小河川においては

未作成であるという状況がありますので、それを進捗させるような研究は別途実施しております。 

 ここに示したのは、そのシステムの概要です。

降雨や河川水位データ等を受信して、流出氾濫計

算を行った上で、現在から１時間先までの浸水予

測情報を配信できるシステムで、データの受信か

ら10分以内に右図のような予測が出せるようにな

っております。計算の精度、速度、安定性をバラ

ンスよく確保できるようなシステム開発において

工夫をしております。このシステムは、集中豪雨

や局所的な大雨や豪雨時などの際に、範囲が限ら

れた都市域を対象に、内水と呼ばれる浸水に効果を発揮するように開発したものです。 

 さきに話しましたとおり、昨年の東日本台風等

の際には全国で河川氾濫が多く発生しました。そ

のような被害の特性を踏まえた上で、広い範囲を

対象として、さらに、最近開発が進んでいる浸水

を検知するセンサーなどとも連携して、精度向上

を目指す研究を実施しております。既に一部研究

を開始しておりますが、今後は水防活動等におけ

る活用方法などについても研究を進めていく予定

です。 

 これはさきにお見せしました流域治水に資する

研究の一覧ですが、河川研究部では今後も研究を

進め、研究成果を技術指針等へ反映し、技術の普

及を図っていくと共に、研究で得られた知見等を

基に現場への技術支援を行っていきます。 

 これで私からの話を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

 

 

 

―了― 
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３．土砂災害分野における災害時の技術支援と最新の研究 

（国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部長 長井 隆幸） 

 

 

 皆さん、こんにちは。土砂災害研究部長の長井

隆幸と申します。 

 私からは、「土砂災害分野における災害時の技

術支援と最新の研究」について御紹介をしたいと

思います。 

 

 

 

 

 今回お話しする内容の目次です。まず、令和２

年に発生しました土砂災害発生状況を御紹介して、

その後、災害時に行っている技術支援とその調査、

特に７月豪雨関係のことを中心に御紹介します。

そして、３つ目が研究方針と主要な研究の成果を

御紹介していきたいと思います。 

 

 

 

 まず、令和２年の全国の土砂災害の発生状況で

す。1,282 件発生しております。亡くなった方が

19名、行方不明の方が３名いらっしゃいます。熊

本県を中心に九州地方、それから、神奈川県、長

野県などで被害が多くなっております。 

 こちらは宮崎県の椎葉村の土石流災害の現場で

す。台風10号による災害で亡くなった方が１名、

行方不明の方が３名いる現場です。ニュースでも

多く取り上げられましたので、印象に残っている   

方もいらっしゃると思います。 
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 次に、特に大きな災害となった令和２年７月豪

雨を中心に、災害の様子と技術支援、調査の様子

を御紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 まず、７月豪雨の雨の状況ですけれども、７月

３日から31日にかけて梅雨前線が日本付近に停滞

しまして、九州から中部地方にかけて大雨が降り

ました。御覧いただいていますように、長野県と

か高知県では一部、期間の雨量が 2,000 ミリを超

えている箇所もございます。 

 

 

 

 こちらは７月豪雨による土砂災害発生状況です。

７月豪雨だけで 954 件の災害が発生しております。

令和２年の土砂災害の実に70％以上がこの７月豪

雨で発生しております。たくさんの災害が発生し

ているのですが、あらかじめ建設された砂防施設

等が効果を発揮した事例もたくさんございます。

その１つを御紹介いたします。 

 下段右から２番目の写真は福岡県朝倉市で発生

した砂防堰堤が土石流を食い止めた事例です。こ

ちらに砂防堰堤が建設されていて、上流から土石流が発生したのですが、この堰堤が土砂を受け止め

て下流の人家には被害がなかったという事例です。こういった事例が全国多数ございます。 
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 ７月豪雨のうち近年頻発しています土砂・洪水

氾濫について、次に御紹介したいと思います。土

砂・洪水氾濫といいますのは、大雨により上流域

から流れ出た多量の土砂が下流域で堆積すること

で川の底が上昇してしまったり、川が埋まって土

砂や泥水などがあふれる現象で、もともと程度の

差こそあれあった現象ですが、近年気候変動の影

響などにより目立って発生するようになってきて

いるものです。 

 ここでは熊本県の球磨川の支川、川内川の事例を御紹介したいと思います。７月３日から４日にか

けて九州南部で大雨となりまして、川内川近辺の雨量では、こちらにグラフを示しておりますが、最

大時間雨量78ミリ、累加雨量、合計の雨量で564ミリという大雨になりました。 

 こちらは川内川の流域の地図です。流域の何カ

所かで斜面崩壊が発生しまして、土砂が川内川に

流れ込みました。崩れた土砂の合計は５万立方メ

ートル程度と推定をしております。大雨による大

量の水と共に、川底の土砂、川岸の土砂などを巻

き込みながら下流に流れて、集落のところまで行

って大量にたまってしまったという災害です。 

 こちらは２カ所で土砂・洪水氾濫が発生してい

るのですが、上流側の日当地区、大岩地区という

ところは、土石流が発生したことにより川内川の川の断面が狭められてしまいまして、上流側に大量

の土砂がたまりました。こちらの下流域のほうは、球磨川本川との合流点近くですけれども、こちら

は球磨川本川が増水していたこともありまして、いわゆるバックウオーター現象が起きて川内川の水

が流れ込みにくくなって、ここに土砂がたまったという現象が起きています。 

 これは川内川のヘリからの写真です。球磨川と

の合流点から上流側を見ております。この白の線

で示しているエリアで氾濫が発生しております。 
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 こちらは合流点付近の詳細な写真ですが、こち

らの写真（右上）は出水している最中の合流点で

す。写真の上部が球磨川になります。球磨川が増

水して、手前側から川内川が流れ込んでおります

が、バックウオーター現象によって流れ込みにく

くなって、水がたまって土砂もたまっていってい

る様子が分かるかと思います。橋のところに流木

が引っかかっている様子も分かるかと思います。 

 これは出水後ですが、広く土砂がたまっている 

様子が分かるかと思います。 

                        こちらの写真は１カ月後の写真で、もう土砂は 

流れてしまっていますが、土砂が流れた形跡がこ 

の護岸のところについております。 

 これは球磨川本川の合流点から少し上流、300

～600 メートルぐらい上流に行ったところの様子

です。左上の写真は、合流点に近い 300 メートル

ぐらい上流に行ったところの写真ですが、左下の

写真のように50～60センチほど細かい土砂がたま

っていた形跡が見られました。そこから数百メー

トル上流に行ったところが右下の写真ですが、こ

ちらは様相が一変しておりまして、１メートル以

上の厚さでこぶし大の石が混じった土砂が大量に 

たまっておりました。これは川内川の上流から流 

れてきた土砂が土砂・洪水氾濫により堆積したも 

のと思われます。 

 こちらは上流の崩壊地の例です。大岩地区とい

うところですが、ここで約２万立方メートルの土

砂が崩れたと推定しております。 
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 このように令和２年は災害が多数発生している

のですが、こういう災害発生時に県などが災害の

原因解明や対策について課題を抱えている際に、

我々国土技術政策総合研究所とか土木研究所の専

門家が県からの要請に基づきまして、TEC-FORCE

の高度技術指導班として現地に赴きまして、現地

を調査して原因の解明とか技術的助言を県や市町

村に行うという活動をしております。 

 この下に書いてありますのは川内川の例ですが、

何が起きたのか分からない、土砂がどこから来たのか分からない、対策はどうすればいいのかといっ

た県が困っていることを土砂災害の専門家が現地に行きまして、調査をして解明、その日のうちに助

言をいたします。なぜ氾濫が発生したか、土砂はどこから来たか、対策はどのようにすればいいか、

こういったことを助言をして、これからの対策に役立てていただくということをしております。 

 令和２年度は、延べ 16 回、52 人・日という人

数で派遣をされております。これは土木研究所と

国土技術政策総合研究所を合わせたものです。災

害時にはこのような活動をしております。 

 

 

 

 

 

 ２つほど事例を御紹介します。これは滋賀県高

島市で発生しました土石流災害の調査に専門家が

向かった様子です。土石流災害が起こったのです

が、すぐに要請に基づいて現地に向かいまして、

調査を行い、県へ報告して、その後マスコミの取

材を受けるということをしております。 
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 こちらは先ほど御紹介した宮崎県椎葉村の土石

流災害現場です。こちらも専門家が現地に向かっ

ております。空からの調査も加えまして、現地調

査の結果を村長さんとか県に報告して、また、マ

スコミの取材を受けております。 

 

 

 

 

 土砂災害のお話は以上でございますが、ここか

らは研究方針と主要な研究の成果について御紹介

していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 大まかに言いますと、研究は大きく分けて３つ

に分類されます。１つは豪雨に伴う土砂災害に関

する研究、もう１つは、地震に伴う土砂災害の研

究、そして、共通する課題という形になりますが、

基本的には気候変動による気象現象の激甚化・広

域化、同時多発化に対応すること、そして、地震

に伴う土砂災害に対する研究が主なものになって

おります。 

 

 研究室ごとに御紹介したいと思います。２つ研

究室があるのですが、まず砂防研究室です。 
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 研究方針ですが、２つありまして、１つ目は、

新たな土砂災害の形態、課題を踏まえた対策の効

率化・重点化のための研究・技術開発の促進です。

もう１つは、国土・災害に関する基礎データの収

集・蓄積・分析になります。 

 

 

 

 

 １つ目の新たな災害形態への備えですが、土

砂・洪水氾濫を初め様々な土砂災害の形態につい

て研究を進めております。 

 ２つ目の基礎情報に関するものは、データベー

スの構築とかデータの蓄積等を行っております。 

 

 

 

 

 主な研究を何点か御紹介いたしますけれども、

これは土砂・洪水氾濫の実態把握の調査及び研究

です。土砂・洪水氾濫がどういう場所で、どうい

う条件で発生しているかを実際の災害の事例を調

べて解明していって、その傾向を探る研究です。

これによりまして、どの辺りが危ないのかが分か

ってくるということを期待しております。 

 例えばこのグラフは川床の勾配によって被害の

程度が違うことに着目して、どのような勾配のと 

ころで発生しているかを調べております。効率的 

な対策施設の整備等に今後役立てていきたいと思 

っております。 
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 こちらは地震による崩壊土砂の到達範囲の研究

です。地震による土砂災害が多数発生しておりま

すけれども、その実態を整理・分析して、崩壊し

た面積、崩壊した広さから、土砂がどこまで行く

かということ、その関連性について調べて予測が

できないかという研究です。 

 グラフがたくさん並んでおりますけれども、崩

壊面積と土砂が流れ下る長さ、これの関係、ほぼ

相関がありそうだということで、こちら崩壊面積 

から崩壊土砂の到達範囲を確率的に予測する経験 

式というものを考案しております。 

 こちらは空中電磁探査による地震時斜面崩壊の

危険度評価です。空中電磁探査といいますのは、

ヘリコプターなどを使いまして、上空から磁場を

発生させることで、地中の電気抵抗、比抵抗を計

って、土砂災害の原因となる水とか粘土の在りか、

地中の在りかを深さごとに調べることができる方

法です。これによりまして、地震時に崩壊が起き

やすい斜面を発見するという手法、リスク評価が

できることを目指して研究をしております。 

 砂防研究室の最後は、実験水路の御紹介です。

土砂災害の研究をする場合、こういった実験用の

水路を使って研究をすることがよくありますが、

この水路の特徴は、これは横から見たところです

が、２カ所で折れ曲がるようになっていまして、

３種類の勾配を使って実験ができるというもので

す。恐らく日本では初めてつくられたのではない

かと思っておりますが、これによりまして、上流

から下流まで土砂が流れる間に、土石流の形態か

ら土砂流の状態、それから、川底をころころと石が転がるような掃流状態、こういう変化していく過

程の実態を解明して対策に役立てようとしております。 

 砂防研究室は以上です。 
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 次に、土砂災害研究室です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、研究方針ですが、大きく分けて２つあり

まして、上の表が警戒避難に必要な土砂災害の危

険度評価に関する研究です。下の表のほうは急傾

斜地崩壊、いわゆる崖崩れ防止施設の設計手法に

関する研究です。このうち警戒避難に必要な危険

度評価に関する研究から２つ御紹介したいと思い

ます。 

 

 

 まず、土砂災害危険度評価システムの開発です。

これはテレビ等でも皆さんお聞きになったことが

あると思いますが、土砂災害警戒情報の精度向上

の研究です。土砂災害警戒情報は、雨の情報から

地中の水分を推定して危険度を出していますけれ

ども、その精度を上げるために、まず、雨の情報

も例えば線状降水帯の発生をいち早く検知して雨

量の予測を加えたり、地面の情報、地形、地質の

情報を加えて精度を上げるという研究をしており 

ます。 

-27-



 これまでに成果として地形・地質に基づく土砂

災害発生確率マップ（案）をつくったり、線状降

水帯の発生頻度マップもつくっております。引き

続きこの研究は継続しております。 

 

 

 

 

 

 もう１つ御紹介しますのは、リモートセンシン

グ、衛星を使った土砂災害監視手法の研究です。

最近土砂災害の発生は広域化・同時多発化してお

りまして、従来の地上から調査をするというだけ

では崩壊地の発見が遅れてしまうことが多々あり

ますので、人工衛星を使った合成開口レーダとい

う、電波を出して地上の様子を調べる衛星ＳＡＲ

を使って、広範囲に一度に調べて、どこかで大き

な崩壊が発生していないか調べることを毎回災害

のたびにやっております。今、人の目で判定をしているのですが、それでは時間がかかることがある

ということで、コンピューターで自動でできないかという試みです。 

 いろいろな条件、例えばここにグラフが出てお

りますが、斜面の大きさとか電波の当たる角度、

斜面の勾配、斜面の向き、そういったものをいろ

いろ調べて、コンピューターが計算するための条

件を調べて自動化できないかを今研究しておりま

す。 

 以上、限られた時間ではありますけれども、土

砂災害研究部の研究について御紹介をいたしまし

た。今後も少しでも土砂災害が減るように、関係 

機関と連携しながら研究を進めてまいりたいと思 

っております。御清聴ありがとうございました。 

 

―了― 
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４．路車協調ＩＴＳによる自動運転の実現に向けた取組 

（国土技術政策総合研究所 道路交通研究部長 高宮 進） 

 

 

 道路交通研究部長の高宮でございます。 

 それでは、私からは、道路交通研究部が取り組

む研究の中から、「路車協調ＩＴＳによる自動運

転の実現に向けた取組」ということで紹介させて

いただきたいと思います。 

 

 

 

 

 本日の内容でございます。まず最初に、路車協

調ＩＴＳの共同研究を我々実施しておりますので、

その点についてまず紹介を差し上げたいと思いま

す。どういう技術の開発に向かっているかという

ことを大きく紹介したいと思っております。それ

から、２つ目でありますけれども、「合流支援情

報提供システム」ということで、今共同研究の中

で実施しているものの中から１つ取り上げまして、

システムについて紹介をしたいと考えます。最後

に、今後の課題ということで紹介を差し上げたいと思います。 

 ２番目の「合流支援情報提供システム」の中では、今実施している研究の紹介を差し上げますけれ

ども、実験を通じてデータを取っている状況についても、これはちょっと途上のデータではあります

けれども、その辺りについても紹介していきたいと思っております。 

 「路車協調ＩＴＳに関する共同研究」という最

初の項でございます。 
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 まず、路車協調ＩＴＳということで紹介させて

いただきました。協調ＩＴＳ、聞き慣れない言葉

かもしれません。一番最初のところに書いてあり

ますが、自動車と道路管理者はそれぞれ実は情報

を持っています。それぞれが持っている情報を相

互連携・補完することを通じて、双方にとってメ

リットをもたらす路車協調システムを目指すとい

うことになります。 

 例えば自動車側でいけば、位置情報とかブレー

キ情報、ステアリング情報、さらには車載のセンサーで得ることになるレーザー検知情報などを持っ

ています。こういう車側の情報、それから、道路管理者はそれぞれ道路上の情報を持っていますので、

これらの情報をそれぞれ流通させ、双方に都合のいい情報を知らせたい、これらの情報でもってより

よい道路交通システムをつくり上げたい、こういうことになります。 

 この協調ＩＴＳの中で、我々は共同研究を実施

しておりまして、まさに道路と自動車の連携を図

っていくためには、皆さんの力をかりながら共同

研究で答えを出していこうということにしており

ます。自動車メーカさん、電機メーカーさん、そ

れから、我々道路管理者の代表といいましょうか、

そういうところが連携して共同研究を実施すると

いうことでございます。 

 この国総研が関わっている共同研究であります

けれども、第１期、第２期、第３期と進んでおりまして、今がまさに３番目の第３期の中で共同研究

を実施しているということでございます。第１期でありますけれども、これは協調ＩＴＳの中で 35

ほど引っ張り出しておりますが、35の協調ＩＴＳサービスを整理した段階です。どういうサービスが

いいかということを整理したものが第１期であります。 

 それから、第２期でありますけれども、この 35 の協調サービスの中から、特に自動運転という観

点から優先度の高いものを引っ張り出そうということで、ここでは「先読み情報提供サービス」と

「合流支援情報提供サービス」、こういう２つについてまずはやっていくのだということを決めたと

ころであります。 

 それから、今やっている第３期については、「先読み情報提供サービス」、「合流支援情報提供サー

ビス」それぞれについて研究を進めているところです。それぞれについてどういう情報をやりとりす

ればいいのか、つまりは情報提供フォーマットをつくることになります。またそれぞれ受信の実験と

か、「合流支援情報提供サービス」でありましたら、国総研の試験走路の中で受信の実験、それから、

実際の道路、国総研の試験走路でも実施しましたけれども、車両検知センサー、これは道路側に設置

する車両検知センサーですけれども、それで車をどう精度よく検知できるか、もう１つは、首都高速

-30-



で実験をしておりますけれども、最終的に自動運転に向かってどこまで実証していけるか、こういう

ことを共同研究で進めているということでございます。 

 今実施している共同研究で参加していただい

ているのは、こういう方々であります。一番上

は自動車メーカー、二番目は電機メーカーです

ね。地図の関係者の方もおいでになりますし、

高速道路会社にも参加していただいております。

そのほか財団等にも入っていただいているとい

うところであります。 

 

 

 今紹介しましたけれども、「先読み情報提供サ

ービス」、それから、「合流支援情報提供サービ

ス」がありますが、その内容についてちょっと

紹介しておきたいと思います。 

 まず「先読み情報提供サービス」です。実は

この中には３つの種類があって、この３つはと

もに、車載器のセンサーだけでは情報が確認で

きないところを、道路と連携して情報提供する

ということを狙っているものであります。まず、

図は「先読み情報提供サービス」の中の１つ目、車線規制とか路上障害の情報提供をするというもの

です。 

 高速道路の下流で路上障害があるとすれば、その情報を提供して、あらかじめそれに向かって車を

制御していただこうというサービスになります。例えば左側は工事中についてです。この情報を道路

管理者は持っていますので、それを上流側で車に提供する。そのうえで路上障害への対応をあらかじ

めやってもらおうというものです。それから、右側は、事故の情報などがあれば、これを道路管理者

がまた同じように提供して車両制御で使っていただくというものです。 

 ２つ目ですけれども、高速道路の分流部なん

かは渋滞が本線まで伸びたりすることがありま

すので、これも道路管理者が情報として得てい

れば、これを路車間通信で車に提供する。これ

であらかじめ対応を図っていただくということ

になります。これも「先読み情報提供サービス」

の１つということになります。 
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 ３つ目です。これもやはり料金所の情報を道路

管理者は持っておりますので、その情報を上流で

提供して対応していただくというものです。 

 ３つありましたけれども、これらが「先読み情

報提供サービス」ということになります。 

 

 

 

 

 それから、もう１つの大きなくくりで、「合流

支援情報提供サービス」です。文章を読みますと、

合流部を対象にし、本線の交通状況を道路側のセ

ンサーで把握して、合流しようとする車に提供す

るということでございます。こちら、図に２車線

の道路がありますけれども、これが本線です。そ

れに対して合流する車が入ってきますけれども、

本線側の車の状況を道路のセンサーで把握して、

データを生成して、それを路車間通信で合流する

車に提供する。こういうことになります。これも車に載っているセンサーだけでは対応できないとい

うことで、道路と自動車が連携してサービスを確立しようというものになります。 

 さて、そのうち「合流支援情報提供サービス」

について、少し実験を展開しておりますので、そ

の部分についてご紹介を差し上げたいと思います。 
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 先ほどもありました「合流支援情報提供システ

ム」であります。これは２車線のところが本線、

それから、上のほうから合流する車が来るという

ことになります。黄色で書いてある車両検知セン

サーで本線の車の状況を把握して、これが合流部

までの間に何秒かかるか、あるいは何分かかるか

を考えて、またセンサーで検知した車の状況が合

流部でどんな車の状況になるのかということで、

これを処理して、路側無線装置から情報提供をす

るということであります。 

 細かいことが書いてありますけれども、結局は本線の状況が分かれば、それに合わせて合流する車

がどの位置をとればいいのかということになります。図にも書いてありますけれども、本線の車両と

横並びにならないような状態に車の位置をコントロールして、ここまで来れば後は車側のセンサーを

使って合流ができる、こういうことを狙っているというものであります。 

 システムの構成ですけれども、本線の車両検知

センサーで本線の車を把握して、それを処理して

合流側の路側無線装置に情報を渡して、それを車

に提供するということです。センサーで把握した

ものを処理して、路側無線装置で提供するという

ことになります。 

 

 

 

 共同研究の中では、この情報提供フォーマット

を決めてきたというところであります。情報提供

のときには、いつ生成された情報なのか、この場

所がどういう場所なのか、それと同じで、下のほ

うに行きますけれども、そもそも合流部はどんな

形をしているのか、本線部はどんな形をしている

のか、例えば本線の車両検知センサーから合流部

まではどのぐらいの距離があるのか、情報提供し

た位置から合流部まではどのぐらいの距離がある

のかということと、それから、車が合流部に到達する時刻というものを提示して、これで車同士が横

並びにならない状態にしていただくということになります。こういう情報を全部一通りお送りしよう

ということになります。 
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 これに向けて幾つか実験をやっております。ま

ずは道路に設置するセンサーの精度がどのぐらい

確保できそうかという観点で実験をしたものがこ

の図になります。 

 左側は国総研の試験走路の中で実施したもの、

右側は阪神高速で実施したものです。左上の写真

では車両検知センサーがちょっと小さく写ってい

ますけれども、こちらで車両検知センサーを設置

して、これで実際本線の車がどんな速度で、ある

いはどのぐらいの車の長さのものが走っているのかを測るということになります。 

 左下の写真では、少しカメラが強調されていますけれども、カメラはあくまでこの車両検知センサ

ーの精度を確認するために設けたものです。阪神高速のほうも同じでありまして、右下の写真のよう

に車両検知センサーを並べて、センサーでデータ取りをしたということです。 

 これに対して、一例ではありますけれども、ど

ういう結果が得られたかというのがこの図であり

ます。ここに書いてありますが、車両検知センサ

ーで計測した速度から、カメラで計測した速度、

つまりはこれを真値の速度というふうに理解して

おりますが、これら２つの速度値から速度差を引

っ張り出したということであります。センサー値

に対して真値のほうが大きいから、少しマイナス

側には出ておりますが、全体的にはほとんど誤差

なくデータが取れたと考えられます。センサーとしては一通り対応できるという理解をしたところで

あります。 

 ここまでは国総研の中とか阪神高速でまさに車

両検知センサーの確認をしたということでありま

すけれども、これに対して、今度は合流支援に向

かってどういう対応をしていけばいいのかという

ことを検討した部分になります。 

 これは我々の共同研究でつくり上げた「合流支

援情報提供システム」の仕組みを、実際内閣府の

戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）

が動いておりますので、そちらと連携して、首都

高速で実証実験をしたものであります。そもそも内閣府のＳＩＰでは自動運転を確立するということ

で研究をしておりまして、彼らの中にも合流支援サービスを何とかつくり上げていきましょうという

研究があります。この点と我々が情報提供する部分とをうまく連携してやれないかということで一緒
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にやったということであります。 

 この実証実験に対して参加していただいたのが

こちらの方々ということであります。我々の共同

研究と重なっている部分もあるかと思いますけれ

ども、一緒にここで合流支援のシステムの確立に

向けて検討したということであります。 

 

 

 

 

 首都高速で行っている実証実験でありますけれ

ども、どういうことをやろうとしているのかとい

いますと、先ほどから話がありました車両検知セ

ンサーで測って路側無線装置で情報を提供すると

いうところまでは我々の共同研究で実施したもの

であります。ここでは、実際その情報を提供され

た車が合流できたのかどうかというところまで含

めて実際の実験をやっているということでありま

す。 

 我々共同研究側としましては、車両検知センサーで測ったものを路側無線装置で提供して、うまく

情報提供できたのかということが焦点です。また車両検知センサーで得たものが最終的に合流部でど

んな車間距離になっているかというのはちょっとはっきりしないところがありますので、その辺りを

確認したというのがもう１つの観点です。 

 それから、先ほどありました実験参加者のメインのところは、まさに合流ができるかどうかという

ことになりますので、共同研究で出てきた情報を使いながら、最終的に車側のセンサーも使いながら

合流を図ったということです。合流が実際できたのかどうかというところが最終的な確認のポイント

ということになります。 

 これが実証実験の場所です。羽田空港のすぐ横

ですね。空港西料金所とありますから、羽田空港

の横に本線があって、それに対して料金所を通過

して合流してくる車がいるということであります。

本線上に車両検知センサーを置いて、処理した上

で、合流していく路側無線装置にデータを送った

というものであります。カメラはあくまでこの実

験の中の検証用ということでつけたものになりま

す。 
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 これも同じ場所ですね。先ほどの図と同じ位置

ということでありますが、車両検知センサーで本

線の交通の状況を確認して、処理した上で合流す

る車に路側無線装置を使って情報提供したという

ことです。カメラは①、②、③、それから④とい

うことで、検証用に使っているということであり

ます。 

 

 

 これが車両検知センサーで、何社かのセンサー

がついていますが、ここではＡ社のセンサーを使

ってデータ取りをしたということです。これで処

理したものを路側無線装置で提供したということ

です。 

 

 

 

 

 この実証実験を通じてどんなことを求めていき

たいのかという１つ目の点がこれであります。

我々共同研究側で課題にしていたものであります

けれども、本線の車両検知センサーで車の位置を

測りますけれども、それが下流でどんな形になっ

て合流部に到達するのかというところがはっきり

しないところがありますので、まずは３台のカメ

ラを使ってこれを検証したということであります。 

 個々の本線車両に対して、センサー位置通過か

ら合流部到達までどのぐらいかかったのだろうというのをカメラで割り出します。それに対して、

我々が用意しているシステムで生成される合流部到達時刻を比較して、これが正確に提示できている

のかどうかを１つの検証の項目にしたということになります。 
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 もう１つは、最終的に合流できないと目的が達

成できないところがありますので、実際合流がな

されたのかどうかという観点で、その結果をいた

だきまして、交通状況がどんな状態のときに難し

かったのか、あるいはこういう状態の交通状況で

あれば割と簡単に合流できますよというところを

しっかり得て検証することが必要になります。特

に、難しいときでも合流は実際できないといけま

せんから、そういうことに対してまだまだ検討を

続けていくことになるかと思っています。そういう結果のデータをいただきながら次の検討をすると

いう、ここではそういった対応もしているところになります。実際のところ、今日は結果まで提示で

きていないわけですけれども、結果についてはまたまとめてさらなる研究開発に使っていきたいとい

うことであります。 

 最後に、今後の課題ということでまとめさせて

いただきました。 

 今後の課題でありますけれども、この路車協調

ＩＴＳという全体的な観点で考えますと、我々は

国内外の自動運転車両の技術開発動向をしっかり

注視しようと考えるところです。その上で、安全

で円滑な自動運転の実現に向けて協調ＩＴＳサー

ビスをより高度にしていかなければいけないだろ

うと考えますし、具体的なシステムをどう構築す

るかということを考えていかなければいけないと思っているところであります。 

 それから、今日紹介を差し上げました「合流支援情報提供システム」についてですが、今回はあく

まで１カ所での実験の例を紹介しましたが、交通状況にはいろいろな状況があります。混んでいると

ころもあればそうでないところもある、加速車線長が十分にあるところもあればそうでないところも

あるということです。そうすると、合流上一番難しい状態はどうなのだ、それに対してそのシステム

がどこまで対応できるか、あるいはシステムを使ってこういう状況でちゃんと合流を達成させてあげ

ようと、そういうところまでつくり上げなければいけないと思いますので、異なる箇所での実験を通

じて、どういう道路幾何構造がいいのか、交通特性に対してはどう対処するのかなどを考えていかな

ければいけないということであります。 

 それから、今日は車両検知センサーの話はあまりできませんでしたけれども、今回はあくまで車両

検知センサーの位置と合流の場所を決めてやっていますが、機器の配置の条件としてはどういう配置

がいいのか、こういうことも併せて検討していく必要があるかなと思っているところであります。 

 以上になります。それでは、これで道路交通研究部からの紹介を終了したいと思います。最後まで

ご覧になっていただきまして、ありがとうございました。               ―了― 
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５．災害メンテナンス分野での地方自治体支援 

道路構造物の悩みごと相談承ります －老朽化・被災時の地方自治体支援－ 

（国土技術政策総合研究所 道路構造物研究部長 福田 敬大） 

 

 

 皆さん、こんにちは。国土技術政策総合研究

所 道路構造物研究部長の福田でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 毎年この講演会は、東京の大きなホールに皆

さんに集まっていただいてお話を聞いていただ

くのが通例でございますけれども、今回コロナ

禍もございまして、完全なウェブ形式、リモー

ト形式に切り替わった次第でございます。逆に

言うと、なかなか地方におられて東京に出てこ

られない皆様方に聞いていただけるよい機会にもなり得るのではないかと考える次第です。 

 私の所属する道路構造物研究部の主要な研究テーマといたしましては、橋、トンネル、土工、それ

から大型標識などの道路構造物の基準類の策定、また、それらの維持管理・修繕といったメンテナン

スに関わること、道路構造物が災害や事故で被災した際の技術相談にも携わっているところでござい

ます。いわば現場に近いところで調査研究を進めている組織です。 

 特に地方自治体の皆さんにおかれましては、管理する橋梁やトンネルで日々御苦労されていると考

えております。私の本日の講演も「道路構造物の悩みごと相談承ります」というタイトルでございま

すので、今日の講演は地方自治体の担当者の皆様方を念頭に置いてお話をさせていただきたいと思い

ます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日の私のテーマは２つでございます。１つはメンテナンスの話、もう１つは災害対応の話、それ

らにこの道路構造物研がどのように関わってきているのか、最近のトピックスについて御紹介をした

いと思います。 
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 私のバックグラウンドでございますけれども、

平成25年に道路法が改正され、26年から橋や

トンネルの定期点検が義務化されたわけでござ

いますが、その当時道路局の国道・防災課に勤

務しておりまして、それらのメンテナンス改革

の制度設計に関わっておりました。その後高知

県庁の土木部にお世話になり、その後広島にあ

ります中国整備局の道路部、その後は名古屋に

あります中部整備局の企画部に勤務し、昨年８

月からこの国総研に勤務している次第でございまして、いわばメンテナンスの制度設計から現場での

実体験、それから、今はそれらのメンテナンスサイクルを技術的な立場から支援をするという仕事に

携わってきたわけでございます。 

 それでは、老朽化の対策に関する取組の経

緯ということで、平成24年12月に、中央道笹

子トンネルの天井板の落下事故という痛まし

い事故が発生いたしました。これは様々な要

因が重なっての事故と言われておりますけれ

ども、この事故を契機に、日本のインフラは

本当に大丈夫なのかと。老朽化して明日にも

橋が落ちるようなことが起きるのではないか

という社会不安を助長したことは事実でござ

います。 

 アメリカにおいては、1920年代からインターステートハイウエーを始めとするインフラ整備が積極

的に行われました。ただ、その後のメンテナンスが必ずしも十分ではなかったこともあり、1980年代

には至るところで橋が損傷し、渡りづらくなり、また、ニューヨークの舗装は穴だらけになってしま

った。いわゆる荒廃するアメリカという時代が到来したわけでございます。 

 日本もそれに遅れること約 30 年、1950 年代の高度経済成長期に橋梁やトンネルを始めとする多く

の道路インフラの建設がなされました。それから50年たった2000年代もしくは2010年代、そういっ

たインフラの高齢化が進み、それと同時に老朽化もどんどん進んでいるのではないかという社会不安

が非常に大きくなったわけでございます。 
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 そして、これを受ける形で、この社会資本

整備審議会の道路分科会において、「道路の老

朽化対策の本格実施に関する提言」が出され

ました。これの副題は、「最後の警告－今すぐ

本格的なメンテナンスに舵を切れ」という非

常に強い表現の提言でございました。これを

受け、国交省では橋・トンネル等の５年に１

回の近接目視の点検を法律で義務づけたわけ

でございます。ただ、これ国や県においては

何とか５年に１回の点検をやり切ることができたとしても、本当に市町村がついてこられるのか。人

や予算、いろいろな問題、課題を抱えている市町村においてこの５年に１回の点検というものが非常

に大きな重荷になるのではないかという議論が当時からございました。 

 ですので、例えば 15 メートル以上の橋については点検を義務化するけれども、それ以下のものに

ついては努力目標にしましょうという意見も中にはあったわけでございますけれども、これまで先輩

方が培ってきたインフラをしっかりと後世によりよい形で残していくためには、悉皆的に点検をし、

その健康状態を把握して適切な修繕をしなければならないという強い意志の下、橋でいえば全国に72

万橋ある橋を対象に全ての点検が義務化されたわけでございます。そして、平成 26 年の第１巡目の

１年目から平成 30 年度の５年間で日本の橋梁の 99％以上の点検をやり切ったことにつきましては、

本当に市町村の担当者の皆様方の御尽力に敬意を表する次第でございます。 

 当初の省令・告示等によりまして、全国統

一の基準で健康診断を行い、この診断結果の

区分でⅠからⅣまでに分類して、それを集計

し、様々な対策がとられてきました。 
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国総研におきましても、定期点検要領の策定

に当たりまして、全国統一の点検がスムーズ

に進むように支援をしてきたところでござい

ます。 

 

 

 

 さて、この定期点検が一昨年度で一巡して

様々な課題が明らかになってきました。１つは、

１巡目の橋梁の点検結果でございますけれども、

全国 72 万橋の橋のうち早期に措置が必要だと

診断された判定区分Ⅲ、それから、緊急な措置

が必要とされる判定区分Ⅳ、これに該当する橋

が全体の約10％、約6万9,000橋がⅢかⅣと診

断されたということでございまして、これは

72 万ある橋を全部点検することで初めて分か

ってきた日本の橋全体の健康状態なわけでござ

います。 

 

 

 

 

 

 

 昨年度から既に２巡目の点検が始まっており

まして、いわゆる６年前の点検の開始のときに

は、初年度はまだ体制も不十分だったこともあ

って、９％しか診断が進まなかったのですけれ

ども、２巡目の１年目に関していえば、17％の

橋梁の点検が進んだということで、これは点検

のボリュームの平準化にも資することで非常に

望ましい方向に行っていると考えております。 
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 一方で、点検は進んだけれども、その結果分

かってきたことがございます。このグラフは、

いわゆる 2014 年度の点検でⅠもしくはⅡと診

断された橋梁が５年後の点検によって判定区分

ⅢもしくはⅣに遷移した、より悪い方向に移っ

ていった橋梁が全体のどれぐらいあるのかを示

したグラフでございまして、それが右側のこの

グラフでございます。橋全体でいうと約５％が

Ⅰ、Ⅱの段階からⅢ、Ⅳの段階に、悪い方向に 

遷移したと言われておるわけでございます。 

 また、判定区分Ⅳに診断された橋梁について

も年々増加しておるところでございまして、措

置として撤去もしくは廃止された橋梁も255橋

となって、対前年度と比較して 17 橋増加して

いるという状況でございます。 

 

 

 

 

 ５年間で判定区分ⅢもしくはⅣと診断された

ものが一体その後どのような措置をなされたの

かという数字も出てきておるところでございま

して、全体でいうと約 36％の橋梁については

措置に着手ができたけれども、残る 64％につ

いては未着手、特に地方公共団体が管理する橋

梁においては、66％が未着手、３分の２が修繕

や措置に着手できていないという状況もまた明

らかになったわけでございます。 
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 こういった状況を改善すべく、次なるステ

ップアップのために、我々としては予算と人

材育成、それから技術力の向上、この３つの

柱で支援をしていこうと考えております。 

 

 

 

 

 例えば予算の件に関していえば、今、地方

自治体が点検をする際の予算として、社会資本

整備総合交付金を活用しているところがほとん

どでございますけれども、実際の修繕になりま

すと、下のグラフにありますとおり、緑色のと

ころに着色しておりますとおり、地方単独費で

修繕を行っている箇所がかなり多い。いわゆる

財源的に非常に地方自治体にとっては厳しい状

況にあるというのがこれから見て取れるわけで

ございます。 

 これらの対応のために、本年度の予算から道

路メンテナンスの事業補助の制度を創設いたし

まして、市町村が点検結果を踏まえて策定いた

します長寿命化修繕計画に基づいて実施されま

す修繕等にはこの補助制度を活用できるという

ことで、今年度の予算として約2,200億円の予

算を確保し、今、本年度まさに皆様方に活用い

ただいておるところでございます。 

 

 これは地方公共団体の管理する橋梁のメンテ

ナンスの状況のシミュレーションでございます。

先ほど御説明したとおり、１巡目点検をした結

果、判定区分がⅢもしくはⅣに区分されたもの

が全国の地方自治体で約６万3,000橋ございま

す。この５年間でそのうち２万1,000橋には措

置に着手ができた。残る４万2,000橋は未着手、

まだ手つかずです。では、今後その推移がどう
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なっていくのかということを考えたときに、今の予算規模かつ今の体制、それから、ⅢかⅣに区分さ

れたものになってから手をつけますという事後保全を続けていくと、今のペースでいくと年間で約

7,000橋に着手できるだろうというふうに試算をしているところです。 

 実際には、それと同時に毎年毎年診断区分Ⅰ、ⅡからⅢ、Ⅳに、悪い方向に移行してくる橋があり

ますので、それが年間6,000橋程度あるだろうと。差引き1,000橋ぐらいしか毎年この４万2,000橋

の中で手当てができない、いわゆる利子の支払いが大変で、元本がなかなか減っていかないよと。今

のペースでいくと実は 40 年ぐらいかかってしまうのではないかというような仮定の試算があるわけ

でございます。 

 こういう状況にならないために、こういう状

況を脱却するために、我々としても事後保全か

ら予防保全へと軸足を移していく必要があるわ

けでございます。皆さんよく御存じのグラフで、

横軸が時間、縦軸がいわゆる健全性でございま

すけれども、今のサイクルは、この赤いライン

にありますとおり、使っていくうちに老朽化が

進んでいきます。 

 ⅢかⅣに分類された段階で修繕をします、ま

た老朽化が進みます、修繕をしますというサイクルなわけですけれども、予防保全は、それよりもっ

と高い段階で、診断がレベルⅡの段階で早めに手当をしてやろう。手当てをする回数は増えますけれ

ども、１回の修繕の手間は非常に小さくて済むわけでございますので、トータルコストも安くなりま

すし、橋の状態もよりいい状況でキープできるという、この予防保全に早く軸足を置いておこうとい

うのが今後の戦略になっていくだろうと考えております。 

 そのためにどういうことが必要なのかという

ことで、その次のステップアップに向けての人

材育成の支援という話でございます。 
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 このグラフは、地方公共団体において、皆さ

んの市役所、役場に橋梁管理に携わる部署で、

土木技術者が何人いますかというアンケート調

査結果でございます。ちょうど定期点検が始ま

った平成 26 年の段階のアンケート調査でいき

ますと、このピンク色のところでございます。

市におきましては９％、町においては 29％、

村においては何と 63％の市役所・役場で土木

技術者がいないという回答でございました。 

 その５年後、平成元年の点検２巡目のときになりますと、これが若干減りまして、いわゆる地方公

共団体の土木技術者の数が増えてきているのではないかというのがこのグラフから言えるわけでござ

います。ただ、それらの技術者の方が一体どこから来たのかと申し上げますと、必ずしも新卒の方々

だけではなくて、いわゆる地場の建設業やコンサル業で働いておられた方々が中途採用で市役所に就

職したというケースも多々ございます。 

 私も県庁等で勤務していたときに、地場の建設業の社長さんとお話する中で、例えば工業高校を卒

業して、現場でしっかりと指導して、資格も取ってもらって、育て上げてようやく現場を一人前で任

せられるようになったら「社長、市役所の試験に受かってしまったので、申し訳ないのですけれども、

会社を辞めさせていただきます」というケースがあったという社長の嘆き節を何度となく聞かされた

次第でございます。 

 本当にせっかく育てた技術者が会社からいなくなってしまうのは、気持ちとしては分かるのですけ

れども、その技術者の方々が土木・建築の他の分野に行ってしまうのは本当に大きな損失ではござい

ますけれども、土木・建築の業界の中で、いわゆる現場や民間企業の苦労や実態が分かる人間が発注

者の側に増えるということは業界にとって必ずしも悪いことではない、むしろいいことではないでし

ょうかと。ですから、各社の立場に立ってすれば非常に残念なことかもしれませんけれども、業界に

とってしてみればいいこともあるのではないですかという声をかけるのが私の精いっぱいの意見でご

ざいました。 

 そういう意味では、我々も土木の世界に若い方々が入職していただいて、このメンテナンスの業界

でしっかりと技術を学び、その地域のメンテナンスを支えていく、そういう体制をしっかりとつくっ

ていくことが肝要であり、それを御支援申し上げたいと考えております。 
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 そういった技術者を育成するために、１つ

の手段として研修があるわけでございますけ

れども、これまでも橋梁初級Ⅰ研修を各整備

局の技術事務所等で開催してまいりました。

これまでに国・地方自治体合わせて4,000名の

方々に受講していただいております。これら

はまさに点検に関する研修でございました。

今年度からはもう１つ、橋梁初級Ⅱ研修とい

うものを設置いたしまして、これは修繕に特

化したカリキュラムを実施していくということでございますので、これについても奮って御参加いた

だければ幸いでございます。 

 さて、次の技術の支援ということで、これま

でも点検の義務化と同時に直轄診断・修繕代行

という制度を立ち上げたわけでございますけれ

ども、その中の１つ、修繕代行の第１号でござ

いました高知県仁淀川町の大渡ダム大橋につい

ての御紹介でございます。これは町だけでは修

繕できないようなダム湖にかかる400メートル

を超えるつり橋でございまして、これの老朽化

が進んだということで直轄診断の第１号として

採用され、その後修繕代行に移行し、四国地方整備局の協力も得て町のランドマークとしてこの橋が

リニューアルし、町長初め町民の方々にも大変喜んでいただいた次第でございます。 
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これまでの橋の事例では、全国で 12 の橋の直

轄診断を実施し、それらを修繕代行や補助事業

で支援をさせていただいているという状況でご

ざいます。 

 

 

 

 

 

 また、技術の面では、２巡目の点検に際して

点検要領の見直しも行っております。１つは橋

の構造に応じて点検対象を絞り込んで点検を合

理化してやろうと。例えば溝橋のような構造の

単純なものについては点検項目をもっと圧縮し

てもいいのではないかという話が１つ。もう１

つは、新技術を活用して点検の効率化を図って

やろうという試みでございました。 

 

 実際に昨年度の点検において、ドローンなど

を活用した、新技術を導入した自治体は必ずし

も多くなく、今全国で 32 団体という回答が得

られているところでございます。 

 

 

 

 

 

 こういった新技術の活用をより活発化するた

めにも、どんな新技術があるのか、それぞれの

新技術がどういう性能を持っているのかという

「新技術利用のガイドライン」を発刊し、受注

者・発注者の皆様方に活用いただいておるとこ

ろでございます。 
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 これも最初出したときには 16 の技術が性能

カタログに掲載されていたのでございますけれ

ども、今年の６月に改訂した性能カタログの中

では、80 の技術をこの中に収録しているとこ

ろでございまして、より幅の広い技術を参考に

していただける充実した内容となっておるとこ

ろでございます。 

 

 

 

 今後もこういった技術開発はしっかりと進め

ていかなければならないことは我々も自覚して

いるわけでございまして、今の点検の新技術の

カタログに掲載されているのがレベル１と言わ

れている技術でございますけれども、今後の技

術開発の段階として、レベル２もしくはレベル

３、いわゆる計測やモニタリングの技術をしっ

かりと開発して、例えば橋のケーブルが切れた

ことがすぐに分かる、そういったモニタリング

の技術、もしくは橋の鋼材が腐食して断面が小さくなる、その結果として耐荷力がどこまで維持でき

ているのかが定量的に分かるような技術の開発を進めておりますし、大学や民間の企業での技術開発

も後押ししているところでございます。さらに高みを目指す技術として、それらの数値を定量化し、

診断においても定量化された判断ができるような技術についても今後検討が進められると我々として

は見ているところでございます。 

 一方で、現場でのちょっとした工夫で橋の長

寿命化ができますというような事例集も国総研

で作っておりまして、これは橋建協、ＰＣ建協、

建コン協、それから土研と一緒になって、橋の

耐久性を向上させる小技集みたいなものを策定

し、皆さんこのホームページから御覧いただけ

ます。 
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 例えばということで、これは鋼部材の連結板

のところに水がたまると、それが腐食の要因と

なり得るということで、できるだけ水切りをよ

くしてやろうということで、橋の部分の形状を

変えてやって、水切れがよくなるような形のも

のを採用しましょうという事例が１つ。 

 

 

 

 それから、点検時にやはり人が入っていくス

ペースがないと結局見られないわけでございま

して、人が入ってしっかりと点検ができるスペ

ースが、例えばこの橋の端部に一体どれぐらい

必要なのだということを実物大の模型を作成し

て検証し、推奨する空間みたいなものを提案し

た事例もあるところでございます。 

 

 

 以上がメンテナンスの話でございまして、こ

こから駆け足で近年の災害の話に移らせていた

だきます。 
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 ここ数年、全国で毎年のように日本各地で災

害が起こっております。台風、豪雨、それから

地震しかりでございます。特に令和２年の７月

豪雨の被害が記憶に新しいところでございます

けれども、これらの被害によって道路構造物も

多く被災をしているところでございます。 

 

 

 

 例えばということで、これは令和２年７月

の熊本県球磨川におきます橋梁の流出の事案。 

 

 

 

 

 

 

 

 それから、橋梁の基礎が洗掘されて流されて

しまったような事案。 

 

 

 

 

 

 

 

 これは令和元年の台風 19 号の後の被害でご

ざいますけれども、斜面上に設置した橋台が不

安定化してしまい、長期間にわたり通行が不能

になったような事案でございます。 
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 このうち、令和２年７月豪雨でも、熊本県八

代市、球磨村、人吉市で発生いたしました道路

橋の被災した箇所に対して、被災の翌日から、

国総研、土研で共同の調査隊を設けて現地に入

り、その被災状況もしくは復旧のための技術的

なアドバイスをしてきたところでございます。

この７月豪雨に関しましては、熊本県だけでは

なくて、長野県天龍村、宮崎県串間市、長崎県

平戸市でも斜面崩壊が発生し、我々の調査団を

派遣したところでございます。その後においても、岐阜県下呂市の国道 41 号で 500 メートルにわた

って大規模な道路崩落が起きて、これの本格復旧に向けた技術的な支援も我々は行ってきているとこ

ろでございます。 

 本当に今回被災された地域の皆様方には心からお見舞いを申し上げると共に、被災後昼夜問わずそ

の復旧作業に当たられた道路管理者、地場の建設業、測量・設計業の皆様方の尽力に敬意を表する次

第でございます。 

 さて、この球磨川の橋梁、多くの橋が流出し

たわけでございますけれども、通常堤防を越水

するような水害の場合、橋台アプローチ部も流

出して、橋台基礎も洗掘されるようなことが今

までにたくさんあったわけですけれども、今回

の被害では必ずしもそうでないケースも散見さ

れたという話でございます。 

 

 

 例えば橋梁の上部工が流出したケースにお

いても、いわゆる流出を免れた橋は防護柵が

早くに倒れるなり流されるなりしていた。そ

ういう橋においては、いわゆる耐震補強がし

っかりとされておって、多数の支承が上部工

を支えたということで流出を免れた。そうい

う橋もあれば、逆に下にあります防護柵が頑

張って倒れずに、そこに流木等々が引っかか

って水圧が増して、そういう橋において耐震

性の小さい少数の支承があったために、支承が先に破損して上部工が流出したというようなケースが

ございました。また、無筋の下部構造のところでも橋梁が流出しているケースがございました。 
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 こういった仮説を立てられている、まさにそ

の検証をしているわけでございますけれども、

防護柵に作用する流水圧というものをしっかり

と考慮していく必要があるのではないか。トラ

スだから流されたというわけでは決してなくて、

防護柵や高欄の有無もしくはそれらの強さによ

って流水圧が大きくなったり小さくなったりす

ると。ですから、防護柵の１つの工夫として、

浸水する前にその防護柵を取り外すような工夫

とか、流水圧がかかると早めに倒れる、もしくは水圧を受け流すような構造の防護柵も今後アイデア

としてあり得るのではないかと考えている次第でございます。 

 ですので、いわゆる水位がどこまで上がって

きたのかということで、流水圧をしっかりと計

算し、それが外力となり、それに対する橋の抵

抗、下から行けば基礎が弱くて転倒するのか、

橋脚が破壊するのか、支承部が先に損壊するの

か、もしくは防護柵が先に破壊して水圧を受け

流すのか、こういった計算をしっかりとやって

我々としては対応していきたいと思います。１

つ１つの災害から教訓を学び、それを繰り返さ

ないように対策を講じていくことが肝要でございます。これまでも我々はそうしてきたわけでござい

ますし、これからもそうしていきたいと考えております。 

 私の準備した内容は以上でございますけれど

も、皆様方、様々な道路構造物の悩みごとがあ

ると思います。まずは各県に設置されました道

路メンテナンス会議や直轄の事務所に御相談い

ただき、そこではなかなか難しい技術的に高度

な判断が必要なものについては、つくばにあり

ます国総研もしくは土研に御相談いただければ

幸いでございます。我々としても最大限の御支

援を申し上げる次第でございます。ということ

で、短い間でございましたけれども、御清聴ありがとうございました。 

―了― 
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６．近年の台風被害を踏まえた建築物の屋根ふき材、小屋組、フロントサッシの耐風対策 

（国土技術政策総合研究所 建築研究部長 福山 洋） 

 

 

 建築研究部長の福山でございます。 

 「近年の台風被害を踏まえた建築物の屋根ふき

材、小屋組、フロントサッシの耐風対策」につき

まして、建築研究部の取組を御紹介させていただ

きます。 

 

 

 

 

 まず、このスライドで近年の台風災害の傾向に

つきまして御紹介いたします。 

 平成30年台風第21号、これは関西地方、特に

大阪を襲った台風でございますが、それと令和元

年の台風第15号、房総半島台風と名づけられまし

て、千葉県を主体として大きな被害が出た台風で

ございますが、２年連続して大都市圏に上陸し、

強風による甚大な建築物の被害が発生いたしまし

た。これによる損害保険の支払い総額が歴代の上

位を占めて、社会的に大きなインパクトを与えることになりました。 

 これらの住家の被害を見てみますと、全壊や半壊の数に比べて一部損壊の数が非常に多いことが特

徴でございます。一部損壊ではございますが、その数がこれだけ多いということで、右下に気象災害

による歴代の損害保険支払い総額を表しておりますけれども、台風第 21 号による支払い総額、これ

は火災と、新種という火災と車両保険以外のもの、これらを踏まえた支払い総額が 9,363 億円、また、

令和元年の台風第15号に関しては4,398億円という額になっています。 

 これと最近の地震保険の保険金支払い額を比較してみたいと思います。一番多いのは平成 23 年の

東日本大震災、これは１兆 2,862 億円です。この額と先ほどの台風第 21 号の額はかなり匹敵するも

のがあります。また、２番目が平成 28 年の熊本地震で 3,883 億円ですが、この額を、右側の台風に

よる被害支払い額、いずれも超えているということでございます。今後猛烈な熱帯低気圧の出現頻度

が現在よりも高まるという可能性が指摘されておりますので、こういう台風災害に対しての備えがよ

り重要になってきているということでございます。 
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 ここで近年の台風による特徴的な強風被害につ

いて御紹介したいと思います。 

 大きく３点でございまして、１つ目が屋根瓦の

飛散・脱落、２つ目が木造小屋組の損壊、そして

３つ目は低層店舗などの屋外に面する建具、外と

内を境にしているところにある建具、これをフロ

ントサッシと呼んでおりますが、これが全体的に

脱落・転倒しているという被害が見られました。

こういう被害が起きますと、内部に風雨が吹き込

むことによって事業や居住の継続が難しくなる。それから、周囲に屋根ふき材等が飛散することによ

って物的・人的被害が生じる、こういう影響がございます。 

 これらを踏まえまして、建築研究部では大きく

２つ研究課題を設定しております。１つ目が新築

の建築物を対象に耐風性能を向上させるという研

究でございます。令和元年度の補正予算として、

元年度から２年度にかけて実施しているものでご

ざいます。 

 問題点は、ただいま御紹介しましたように、屋

根瓦、フロントサッシ、小屋組につきまして、強

風に対しての脆弱性が顕在化してきた。こういっ

たものが損壊しますと、屋内に強風、雨水が浸入しまして、住むこと、業務を行うことが難しくなる、

また、原状回復も阻害されることがあります。さらに、近年の異常気象の傾向を踏まえますと、各種

外装材や木造小屋組の耐風性能の向上が喫緊の課題であると言えます。 

 これらを踏まえまして、この研究では、最終的な成果としまして、こういった外装材や屋根に関し

ての耐風性能向上に資するガイドライン案を作成して提案し、建築基準法令を補完することでより細

やかな対策を行っていくという方向でございます。これによって気象災害時の建築物の被災リスクを

低減していきたいと考えております。 

 調査研究の全体構成でございますが、大きく３

つです。今お話ししました小屋組、瓦、フロント

サッシそれぞれについて、有識者の皆様に御協力

いただく検討ワーキングを設けます。特徴的なの

は、いずれも載荷試験を行って数値的なエビデン

スをしっかり取った上で対策を施していくことで

す。 

 小屋組に関しては、耐風性に配慮した小屋組の

仕様をまとめまして、既に日本住宅・木材技術セ
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ンターが発刊されております「木造軸組構法住宅の構造計画」という出版物がありますが、これを改

訂してそこに盛り込んでいくという方向で検討中です。 

 瓦につきましては、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」というものがございます。全日本瓦工

事業連盟などによる発行でございまして、2001年ですね。建築研究所が監修をされているものです。

これに今回の最新の知見を盛り込んで改訂していくという方向性です。 

 フロントサッシにつきましても、フロントサッシ接合部の試験・評価法を開発し、日本サッシ協会

から出版されております「アルミフロント品質基準」に反映していくと、こういう全体像でございま

す。 

 では、それぞれについてもう少し詳しくお話し

していきます。 

 まず、木造小屋組です。令和元年台風第15号を

主体とする最近の台風によりまして、特に沿岸部

での小屋組や野地板にはがれといった被害が発生

しております。 

 この下の写真がその例ですが、左側は小屋組の

大部分が損壊している、小屋束が幾つか残存して

いるのが見えます。これによって小屋束上部のほ

ぞから横架材が抜けたという状況が確認できます。 

 右側は屋根の大部分、これは野地板などが飛散し、一部の小屋組も損傷していることが分かります。

これらは特に沿岸部の風が強かったところで見られる被害でございます。 

 木造小屋組につきましては、建築基準法告示とか住宅金融支援機構が発行されております木造住宅

工事仕様書、これらに緊結方法が定められておりますけれども、風圧力の実況に応じて、これぐらい

強い風が吹くところではこうやって止めましょうという緊結方法までは、まだ明確に示されていない

という状況でございます。 

 そこで、検討内容でございますけれども、木造

住宅工事仕様書に定められている緊結方法を対象

にしまして、小屋組の載荷試験を実施して、それ

ぞれの止め方、緊結方法ごとの耐力特性を確認す

る。一方で、屋根面でどういう風圧力の分布が働

くかという検討を行いまして、その力と耐力の比

較を行うことによって、基準風速とか地表面粗度

区分の違いに応じた小屋組の緊結方法を示してい

こうと考えています。 

 下の写真は、小屋組接合部でございますが、これの載荷試験の実施例です。右側は、先ほどお話し

した成果の反映先の解説書になります。 
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 こちらは個々の接合部だけではなくて、それら

を総合したユニット試験を行っているところです。

小屋組の屋根勾配の違いが左と右の写真でござい

ますが、これを上の方向に引っ張っていくという

載荷をしております。 

 

 

 

 

 それによっていろいろな破壊性状も再現できて

おりまして、このように左から軒先の折り曲げ金

物と言われるもので、くぎが抜けている様子、く

ら金物で破断している様子、それから、小屋束上

端のかすがい接合部や下端のひら金物と言われる

接合部の最終破壊の状況です。これらを通して耐

力のデータを収集しているというところでござい

ます。 

 

 次、２つ目の瓦屋根の被害についてです。瓦屋

根につきましてもいろいろな被害パターンが見ら

れてございます。まず、左上から、これは平部の

被害、右側がむねという一番高いところですけれ

ども、ここの被害、左下は軒・けらばの被害、右

下のものは一面全て瓦が落下してしまったという

被害が見られております。 

 

 こちらは房総半島台風による瓦屋根の被害状況

の要約です。まず、現地調査の速報からですが、

大きな被害を受けたものは、比較的築年数がたっ

たもの、海岸沿いに立地するもの、著しい腐朽・

蟻害が認められるもの、また、接合具に劣化の可

能性があるものといったものが選択的に被害を受

けていたという報告です。右側の写真は、築年数

が経った瓦屋根の被害の１つの事例です。 

 また、耐風対策に関して検討していただいてお

る有識者委員会では、被害のあった屋根の８割は瓦屋根であったこと。瓦屋根の被害は、今の告示基
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準で緊結対象とはなっていない部分で特に多く発生していたこと。右側の写真がそうですけれども、

これは平部ですね。ここは緊結をする対象とは必ずしもなっていない部分ですが、ここで被害が見ら

れた。 

 それから、先ほど御紹介したガイドライン工法、これは脱落による被害が非常に少なかったわけで

すが、沿岸部の風の非常に強いところでは一部被害も見られました。また、工法に関わらず飛来物に

よる被害が多数発生しておりました。これらが報告されております。 

 以上を踏まえて、背景と課題ですけれども、全

ての瓦を緊結するガイドライン工法に着目してご

ざいます。これは耐震性・耐風性の高い緊結方法

を示したもので、これによる瓦屋根は被害状況が

少なく、一定の効果が認められました。ただし、

沿岸部におきましては局所的な強風による被害が

一部発生しております。ですので、沿岸部での風

圧力の実況に対応した標準的な仕様の整備が課題

となっております。 

 左側の写真は、ガイドライン工法ではないふき方で施工された屋根が被害を受けたというものです。

真ん中の写真は、ガイドライン工法による瓦屋根で無被害でございました。右側は、ガイドライン工

法による瓦屋根でございますが、沿岸部にあって、局所的な強風によって部分的に被害が発生したと

いうものでございます。 

 これに関して、検討内容ですが、現行ガイドラ

インに定める標準工法、施工法、その他の技術資

料に示されている工法などを載荷試験によって改

めて検証し、耐力などを調べる。それを基に沿岸

部の風圧力の実況を考慮した標準的な仕様を明確

化していく、お示ししていくという方向です。 

 写真ですけれども、左下は、特に強風が見られ

た沿岸部の一部のエリアに対して悉皆調査を行っ

ている状況です。真ん中は、瓦屋根の載荷試験、

これは上側に引っ張る試験ですけれども、その状況です。右側は、成果の反映先として先ほどお話し

したものです。 
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 瓦屋根の引上げ試験ですけれども、このように

最後は浮き上がってくるわけですが、桟木からく

ぎが引き抜けている状況が御覧いただけると思い

ます。つまり、どのように留めつけるか、くぎで

留めつけるか、ねじで留めつけるか、それから、

留めつける本数とか長さ、こういったものが関係

してまいります。 

 

 

 ３つ目、フロントサッシについてです。これに

つきましては、左下はドラッグストアの事例です

けれども、フロントサッシが全体的に転倒した。

また、ショッピングセンターの事例でも外側から

内側に向けて大きく損壊している状況が御覧いた

だけます。右側は、建具と鋼製支持部材との溶接

接合部が破断した状況でございます。このような

建具と周囲の躯体との間の接合部が被害の起点と

なっておりますけれども、この部分の許容耐力と 

か評価法の示し方がまだ明解になってございませ 

ん。 

 そこで、検討内容ですけれども、まずはフロン

トサッシに関して設計・施工の標準的なプロセス

を調査し、これに基づきフロントサッシと周囲の

躯体との間の接合部を対象にした試験法と許容耐

力の評価方法を開発し、お示ししていく。それと

共に、その妥当性を検証するために、各種の載荷

試験を実施する予定にしております。 

 右下の写真がフロントサッシの乾式工法と言わ

れるものに関しての試験体の１つの例です。右下 

は成果の反映先です。 
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 接合部についての試験もここで開発しておりま

す。安定して試験を行うために、赤い部分が接合

部ですけれども、４つの接合部を同時に、この絵

ですと上から押していきます。立面図ですと、こ

のように力をかけます。そうすることで、安定し

た力をかけて最終的な耐力まで見ることができる。

左の写真がその実験をしている状況でございます。 

 

 ここからは２つ目の課題で、ここまでは新築の

建築物に対しての検討でしたが、一方、これまで

に既につくられた既存の建物も対策が必要です。

それを対象として令和３年度から３年間検討を行

う予定でして、屋根ふき材に着目し、耐風診断と

補強技術の評価に関しての研究を行う予定です。 

 既存建築物につきましては、屋根ふき材の弱点

を特定するための診断方法、それから、補強技術

の評価方法が必要になってきます。そういうこと

の効果をお示しすることで適切な耐風補強に誘導していくことができると考えています。また、各建

物に求められる耐風性能の水準に対応することで、居住や事業継続性を確保すること、また、災害拠

点建築物などにおいては、より頑健性を持たせることができると考えております。 

 最終的な目的としましては、耐風診断・補強マニュアルを作成する。それから、住宅性能表示基準

や改修促進施策のための技術資料を整備する。それによって耐風性能を向上させ、災害時においても

居住、事業の継続を可能にしていく、こういう方向性です。 

 研究開発の全体構成です。課題としては、まず、

診断基準が今ないということですので、これを開

発していきます。診断法とマニュアル、幾つかの

診断例を具体的にお示ししていきたいと思います。

また、どういう水準を目標とすればいいか、それ

から、そうするためにはどういう補強方法があり、

その耐力をどう評価していけばいいかということ

が課題です。これらについて耐風補強技術の評価

法を提案します。水準の決め方と試験に基づく耐

風補強技術の評価法、また、マニュアル、技術評価事例などが成果となります。 

 その反映先としては、１つは住宅性能表示基準の中で、耐風等級の屋根ふき材の損傷及び飛散の防

止ということを考えております。もう１つは、既存住宅の改修促進施策の立案をしていくということ
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です。 

 耐力試験に基づく耐風補強技術の評価法を提案

していくことに関して、少しイメージを共有させ

ていただきたいと思います。 

 いろいろな各屋根ふき材を対象に、その実況、

どういう屋根ふき材で、下地の健全性はどうかと

いったものを反映した耐力試験法と許容耐力に基

づく評価法を提案する予定です。１つの事例です

けれども、こちらは、青い部分が既存の屋根ふき

材、そこの上に下地を置いて、今度は赤い新たな

屋根ふき材で補強・改修をしている事例です。 

 これはカバー工法という１つの方法ですけれども、これの黄色で囲った部分を取り出した形の試験

体を上に引っ張ることで、荷重の伝達経路でどこが弱点であるかを把握すると共に、右側に荷重と変

形の関係を書いておりますが、最大耐力に対してある一定の安全率を持ったところ、もしくは許容変

形に対応したところを許容耐力として設定します。また、別途、各耐風性能水準に対応した必要耐力

がこのようにレベル３、２、１と設定されます。これを満たしているかどうかということでその水準

が分かる。このように耐風補強効果の見える化を図っていくということでございます。 

 最後に、有識者委員会の提言として、令和元年

房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策の方向

性 との関係を御紹介します。 

 提言は３つありまして、屋根ふき材に対する強

風対策に関したこの４項目、１つ目は新築建築物

における適切な瓦の緊結の確保、これはガイドラ

インを採用して徹底していくべきだということで

ございました。これは12月７日に告示が公布され

てございます。施行は令和４年１月１日という予

定でございます。２つ目、沿岸部向けの耐風性能の高い緊結方法を検討するべきということに関して

は、今日前半でお話をした私たちの検討で対応させていただいているところです。３つ目、既存建築

物の屋根ふき材の改修の促進、４つ目、屋根ふき材耐風性能の見える化については後半でお話をした

令和３年からの課題で対応させていただきます。 

 ２つ目が小屋組に対する強風対策で、沿岸部向けの耐風性能の高い緊結方法の検討という御指摘が

ございました。これも前半でお話しさせていただいた現在行っている検討、これで対応させていただ

きます。 

 もう１つ、基準風速の検証、現行の建築基準法の基準風速が妥当であるかどうかを改めて検証とい

うことが言われておりまして、これについては住宅局での検討に私たちも協力させていただいている

ところでございます。 
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 以上、耐風対策に関しての私たち建築研究部の

取組について御紹介させていただきました。引き

続き耐風性能の向上による建築物被災リスクの低

減を目指してまいりたいと思います。ぜひ皆様の

御協力、御鞭撻、引き続きよろしくお願いしたい

と思います。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

 

―了― 
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７．住宅・建築物のエネルギー消費性能の向上を目指した研究の動向 

（国土技術政策総合研究所 住宅研究部長  長谷川 洋） 

 

 

 住宅研究部長の長谷川でございます。 

 「住宅・建築物のエネルギー消費性能の向上を

目指した研究の動向」について御紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 本日の講演内容ですが、住宅研究部（建築環境

分野）における取組としまして、住宅・建築物の

エネルギー消費性能の向上を目指したこれまでの

研究の取組、施策反映の状況、最新の研究成果、

今後の研究方針等について御紹介したいと思いま

す。 

 

 

 

 まず、我が国の部門別の最終エネルギー消費量

の推移について概観しておきます。 

 左下の図は、最終エネルギー消費量の1990年か

ら2018年までの推移を示したものです。産業部門

につきましては、1990 年から 2018 年にかけて大

きく減少しており、約14％の減少になっておりま

す。また、運輸部門につきましては、2000年頃を

ピークに以後減少に転じており、2018 年は 1990

年とほぼ同水準にまで減少しております。 

これに対しまして、業務・家庭部門につきましては、2005年頃をピークに減少には転じているもの

の、1990 年比では 17％の増加という水準になっております。この結果、最終エネルギー消費量のシ

ェアの推移を見ますと、業務・家庭部門は1990年の約25％から2018年には約30％へと増加しており

ます。このように、業務・家庭部門におけるエネルギー消費量の増加が顕著であり、住宅・建築物に

おけるエネルギー消費量の低減の強化が必要とされております。 
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 次に、住宅・建築物における省エネ化の取組に

ついて概観しておきます。 

 建築物省エネ法の制定・改正により、一定規模

以上の建築物の新築時等の省エネ基準への適合義

務化など、段階的に規制の強化等が実施されてお

ります。建築物省エネ法は平成 29 年４月１日に

施行されました。この中で、延床面積 2,000 ㎡以

上の大規模建築物のうち、オフィスビル等の非住

宅について省エネ基準への適合が義務化されてお

ります。建築確認申請をする際に、省エネ基準への適合が必要とされているということでございます。 

 また、令和３年４月１日に改正法が施行されることになっており、延床面積300㎡以上2,000㎡未

満の中規模建築物のうち、非住宅について同様に省エネ基準への適合が義務化されることになってお

ります。一方、延床面積 300 ㎡未満の小規模建築物につきましては、省エネ基準への適合義務はなく、

あくまでも努力義務となっておりますが、建築士は建築主に対して省エネ基準への適合状況について

説明することが義務となっております。 

 次に、住宅・建築物の省エネ化促進に係る住宅

研究部の研究実施状況について概観します。 

 建築物省エネ法では、年間の実質的なエネルギ

ー消費量（一次エネルギー消費量）で建築物の省

エネ性を評価することになっております。 

住宅研究部では、平成20年頃よりエネルギー消

費性能の評価に係る研究を継続的に実施してきて

おります。これらの研究成果を基に、国立研究法

人建築研究所と連携して、建築物省エネ法に準拠

したエネルギー消費性能の算定に係る技術情報を整理し、設計者を支援するためのウェブプログラム

を開発し、公開しております。これまでの研究の成果を踏まえて、評価対象とする技術の段階的拡充

をしつつウェブプログラムの開発・充実化を図っているところであります。 

 本日、ここからはこのうち最新の研究成果につ

いて紹介したいと思います。 

平成29年から令和元年度の３カ年にかけまして、

空調設備や照明設備の負荷削減に効果的なファサ

ードの設計法の構築を目的とした研究を実施して

まいりました。研究の背景・課題認識でございま

すが、設備機器の高効率化が進んでおり、これに

伴い建築物の省エネルギー化は設備設計に委ねる

傾向が強まっております。しかし、設備機器の効
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率向上には一定の限界がございます。 

 こうした中、住宅・建築分野に求められるエネルギー消費量の一層の削減に向けては、ファサード、

すなわち外壁や窓、屋根等の外皮のデザインを工夫することで設備にかかる負荷を削減することが必

要不可欠になっております。例えば外壁の断熱や気密化とともに日射をコントロールすることによっ

て空調負荷の削減を図ることや、採光・導光などの昼光利用をすることによって照明負荷の削減を図

っていくといったことが考えられます。 

 さて、こうした研究を進めていく上での技術的

な課題があります。１つ目は、エネルギー消費量

に影響を及ぼすファサードの個別性能の評価法が

確立していないという点です。２つ目は、ファサ

ードデザインによる空調設備や照明設備への複合

的影響を考慮したエネルギー消費性能の評価法が

確立していないということです。この研究では、

これら２つの課題を解決するためのエネルギー消

費性能の評価法を開発し、それを踏まえエネルギ

ー消費性能の向上を目指したファサードの設計法の整備につなげていくことを目的としています。 

 研究成果の１つ目として、評価法の開発の成果

について御紹介します。 

 ファサードの空調・照明設備への複合的影響を

考慮したエネルギー消費性能の評価法の開発に向

けて、まずは評価の枠組みを構築いたしました。 

 下の図の左側は、現行の省エネ基準における評

価法を示しております。現行の省エネ基準ではフ

ァサードの評価の考え方は熱と光では異なり、そ

れぞれ個別に評価するという枠組みになっており

ます。すなわち、熱は１日単位で評価し、日射遮蔽が主眼になっております。ガラス＋ブラインドに

より遮蔽することになりますが、ブラインドは角度 45 度固定のみで評価することになっております。

庇等の日よけは考慮することが可能となっております。一方、光につきましては年間単位で評価し、

ガラス＋ブラインド 45 度の固定、またはガラス＋曇天時に開ける自動制御ブラインドで評価するこ

とになっております。なお、光の場合は、庇等による日よけ、導光等は考慮しないことになっており

ます。 

 こうした現状の評価に対しまして、本研究では、ファサードの空調・照明設備への複合的影響を考

慮したエネルギー消費性能の新たな評価の枠組みを構築しました。庇などの屋外の日よけの有無、ガ

ラスの種類、ブラインドは固定と手動、自動制御という３つのパターンで窓面のまぶしさを制御する

という設定にいたしまして、光と熱を関連づけて評価するという枠組みを構築しました。例えば、

時々刻々の日射遮蔽による熱負荷や採光・導光による光環境の評価を行い、日射遮蔽や採光・導光の
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結果により、明るさセンサーで調光された照明電力の削減分については、空調の熱負荷の削減に反映

させるというような評価の枠組みであります。 

 構築した評価の枠組みに基づき、ファサードの

設計的な配慮による照明設備のエネルギー消費量

や空調負荷の削減効果の評価シミュレーションを

実施しました。その結果を８ページのこちらの図

に示しております。分析の条件は、下段に示して

おりますように、建築規模は中規模で、部屋の奥

行寸法は８メートル、照明はＬＥＤ照明、空調は

標準的な空調設備、地域は東京で、方位は南とい

う条件での分析であります。 

 ファサードの設計的な配慮として３つのパターンを示しております。１つ目は庇です。グリーンの

部分が窓面を示しておりますが、窓の上部の突出部であります。２つ目は横ルーバーです。細長い羽

根状の材質のものを水平方向に配置したものです。３つ目がライトシェルフでございます。中庇とも

呼ばれるもので、窓の中段に庇のような突出物を設けるデザインでございます。 

 この３つのパターンにつきまして、その右側に床面積当たり年間照明一次エネルギー消費量、床面

積当たりの年間空調負荷の評価シミュレーション結果を示しております。それぞれのグラフで、一番

左側が現行の評価法による評価結果でございます。すなわち、庇が無くてブラインドは 45 度固定で

ある場合の値を示しております。それに対して、その右側に、ブラインドが 45 度の固定の場合及び

手動制御の場合について、庇、横ルーバー、ライトシェルフの出寸法がそれぞれ変化した場合の評価

結果について示しております。 

 この分析結果について整理したものが次の９ペ

ージでございます。まず、庇の場合ですが、庇の

出寸法を 1,000 ミリとした場合、ブラインドの手

動制御であっても年間の照明設備の一次エネルギ

ー消費量は約45％、空調負荷は約19％の削減の可

能性があるという結果となりました。 

 ここでいうブラインドの手動制御とは、窓の下

端で 1,000 ルクスを超える場合にはまぶしくなる

と想定して、ブラインドを手動で閉じ、日没まで

閉めた状態にしておく、その他の時間や曇天日にはブラインドを全開するという設定であります。以

下も同様です。庇につきましてはこのような効果が期待できるわけでありますが、一方で、庇を

1,000ミリ張り出すことで室の奥まで光が届きにくくなるという課題もございます。 

 横ルーバーの場合は、出寸法を 220 ミリした場合、ブラインドの手動制御であっても年間の照明設

備の一次エネルギー消費量は約 51％、空調負荷は約 21％の削減の可能性があるという結果となりま

した。これは最も省エネ効果が高いケースであると言えます。また、横ルーバーの場合は、室奥まで
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比較的均一で明るい光環境を確保できることも明らかとなりました。 

 ライトシェルフの場合は、出寸法を60ミリで内庇をありとした場合、ブラインド45度の固定でも

年間の照明設備の一次エネルギー消費量は約49％の削減の可能性があることが明らかとなりました。

ただし、空調負荷は約13％の削減にとどまっています。また、ライトシェルフの場合、室内側に庇を

張り出してもグレアというまぶしいスポットが部分的に生じる場合があることも明らかになりました。 

 以上をまとめますと、ファサードの工夫と評価法の見直しにより、条件によっては明るさなどの室

内環境を確保しながら、年間の照明設備の一次エネルギー消費量は約５割、空調負荷は最大で約２割

の削減になると推定されることが明らかとなりました。 

 続きまして、研究成果２つ目の設計法の整備で

ございます。 

 今御紹介しましたエネルギー消費性能の評価シ

ミュレーションの結果や設計実務者へのヒアリン

グ調査を踏まえ、ファサードの種類ごとにエネル

ギー消費性能の向上に係る効果、設計上の配慮事

項、建物の運用やメンテナンス上の配慮事項等を

技術資料として整理いたしました。この１０ペー

ジでは、例としまして、庇の設計法と横ルーバー 

の設計法の概要について示しております。 

 次に、得られた研究成果の社会実装に向けた取

組について御説明します。 

 まず、実施済みの内容についてですが、本研究

成果を踏まえ、大学の研究者と連携し、採光用開

口の設計における昼光制御と熱環境の関係の考え

方をＩＳＯ規格に反映させております。また、関

係機関と連携し、昼光利用と照明について、空調

負荷との関係を設計フローにしたブックレットを

試行的に作成し、出版してございます。 

 今後のさらなる取組としましては、下記の２つの点から社会実装を図ることが必要であると考えて

おります。１つ目は、構築した評価法について今後の省エネルギー基準の見直しに反映させるという

ことです。すなわち、ファサードデザインの工夫による光・熱の複合的な負荷低減効果を省エネ基準

の中できちんと評価できるような体系を確立していくということです。もう１つは、設計法の成果を

基に省エネファサードの設計ガイドラインを作成・公表することです。ガイドラインについて実務者

講習等を行うことで、省エネ設計におけるファサードデザインの工夫について実務家が取り組めるよ

うな普及化を図っていくことが必要であると考えております。 
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 最後に、住宅・建築の環境分野での今後の研究

実施方針について、取りまとめて御紹介します。 

 冒頭御説明しましたとおり、住宅・建築物のエ

ネルギー消費性能のさらなる向上を図っていくと

いうことが社会的課題になっております。この課

題に向けて、住宅研究部では引き続き住宅・建築

物の省エネ化の推進に向けた研究を次の３点から

取り組んでいくことが必要であると考えておりま

す。 

 １点目は、エネルギー消費性能の評価体系の高度化でございます。エネルギー消費性能の削減の効

果が期待できると思われるものの、まだ評価がきちんとできていない技術がございます。そうした技

術につきまして、評価法を構築することによってエネルギー消費性能の向上を図る技術の選択肢を広

げていくことが必要であると考えております。 

 ２点目は、コロナ禍において新たな生活様式が謳われておりますが、このことが省エネ化に及ぼす

影響を適切に評価していくということです。例えば、在宅勤務が普及しても、執務室全体を冷暖房す

るという方式においては、業務部門でのエネルギー消費量は大幅に削減できないことが予想されます。

これに対して、在宅勤務の増加は、住宅すなわち家庭部門におけるエネルギー消費量の大幅増をもた

らすことが予想されます。このような状況の中で、今後の住宅・建築物におけるエネルギー消費量の

影響を評価し、新たな対策を提案・評価していくことが必要であると考えております。 

 ３点目は、室内環境の快適性の確保・向上ということでございます。日射遮蔽や断熱、昼光利用等

といった省エネ性の確保と、そのベースとなる室内環境の快適性、例えば明るさや空気、湿気、音、

そういったものの快適性の確保、この両立を図っていくということでございます。すなわち、省エネ

性を含む室内環境の総合的な評価体系の構築を図っていくことが今後求められると考えております。 

 以上、住宅・建築物におけるエネルギー消費性能の低減を目指した研究の動向、最新の研究成果、

今後の取組の方向性についてご紹介いたしました。 

 以上で発表を終了いたします。 

 

―了― 
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８．都市政策立案のスマート化のための研究 

（国土技術政策総合研究所 都市研究部長 芭蕉宮 総一郎） 

 

 

 国総研都市研究部長の芭蕉宮と申します。 

 都市研究部では、都市構造の再構築、災害に強

い都市づくり、都市環境の向上の３分野を柱に据

えて、様々な研究を行っております。今回は、

「都市政策立案のスマート化のための研究」と題

しまして、やや分野横断的に研究内容の一部を御

紹介したいと思います。 

 

 

 政策立案のスマート化といいますのは、一言で

言えば、政策立案過程でＩＣＴをうまく活用する

ことです。通常、政策を具体化する個々の取組を

施策などと言いますが、ここではその施策を含め

た政策と御理解ください。 

 こちらに示したのは政策立案のフローです。こ

の中の赤い部分ですが、こちらでは現状を把握し

て、このまま放置すれば将来どうなるかを予測し

て、政策を行うとそれがどう変わるか、どれだけ

変わるかという政策効果を予測して、それを必要な資源量と比較して検討すると。その上で政策を見

える化して、議会等を含めた政策関係者へ説明するというような流れになります。近年はＥＢＰＭ、、

証拠に基づいた政策立案が大事だと言われておりまして、この赤い部分をしっかり行って政策効果を

見える化することが求められるようになってきています。 

 一方で、政策立案者の作業量の制約や、情報や技術の限界もありますから、なかなか理想的な、美

しい、有無を言わさぬ証拠といったものの提出は難しいわけですが、そこで、近年著しく進歩・普及

していますＩＣＴを活用して証拠を明確化する、精度を上げる、作業を省力化する、スピードアップ

する。それが政策立案のスマート化とここで呼んでいるものでありまして、今後もそういったことが

可能となる環境が一層充実することが期待できると考えております。 

 いささか前置きが長くなりましたが、ここから都市政策の立案におけるＩＣＴの活用に関する４つ

の研究を御紹介してまいります。 
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 最初は、ＡＩによる緑視率計測の研究です。都

市開発研究室の大橋が担当しております。 

 緑視率といいますのは、この３枚の写真でお分

かりのように、人の視野における木や草などの緑

の部分の割合、面積比率のことをいいます。従来

から地域の緑の量を表す指標としては、対象地域

の面積に対する緑で覆われた部分の比率、すなわ

ち緑比率が一般的に用いられてきましたが、美し

さや安らぎを感じるなど、人の目に見える緑の効

果に着目する場合、緑視率を使う自治体が増えてきております。 

 緑視率の計測は、写真を撮って、パソコンのペイントソフトで緑の部分に特定の色を塗って、その

色のピクセル数の割合で算出することになります。この作業は人間の目と手で行わなければなりませ

んので、１枚の写真でもそれなりの時間を要することになります。また、写真撮影の場所と向きによ

って緑視率の数値は変わりますから、地域の緑の指標として使うにはエリア内の様々な場所と向きで

計測する必要があります。しかし、この作業量の制約がありますから、現状では計測箇所を限定せざ

るを得ない場合が多いので、その緑視率を通りの属性、あるいはエリア全体の属性としてはなかなか

扱い難いといった面があります。そこで都市研究部では、この画像の緑の部分の判別をＡＩを使って

自動化するという研究を行っております。 

 こちらがＡＩによる緑の抽出技術を組み込んだ

スマホアプリの試作品となっています。スマホを

かざすとＡＩが瞬時に緑部分を判別して、右上の

ところに緑視率を表示いたします。緑と判定した

場所は画面上で緑色に塗られます。また、計測の

日時、緯度・経度、方位角、仰角等の計測条件も

表示され、地図でも場所と向きが確認できるよう

になっております。 

 

 それでは、実際の計測の様子を御覧ください。

11 月 17 日の午前 10 時頃の映像です。歩くに従

って日射の状況が刻々と変化していきますが、日

射の向き等に関わらず、緑の部分が概ね正確にト

レースできていることを見て取っていただけるか

と思います。 

 このＡＩによる緑の判定精度、緑に限りません

けれども、その判定の精度は、ひとえにＡＩに学

習させる正解のデータ、いわゆる教師データの量
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と質によるわけですけれども、この教師データというのは従来の方法で作らざるを得ませんので、そ

こに非常に手間がかかっております。 

 これから室内に向かってまいります。ちょっと窓のところで窓に映った緑に反応しております。室

内に入りますと、室内の緑についてもしっかり把握できております。こういった性能は、例えばオフ

ィスの緑地環境の調査といったことにも利用できるかと思います。 

 このＡＩ緑視率の活用例として、連続的に緑視

率を取得してエリアの緑化状況の特性を分析する

といったことが考えられます。ここで全周緑視率

として示しておりますのは、ある場所で周辺 360

度ぐるっと見回したときの緑視率の平均でありま

して、その場所の緑視環境を１つの指標値で表す

ことができます。この研究では、計測用のカメラ

を車載して、道路を走行しながら周囲360度の画

像及び撮影座標を連続的に記録して、後からＡＩ

によって時々刻々の緑視率を算出して地図上で見える化する、そのような検討を行っております。 

 全周の画像があれば、全周の緑視率のみならず任意の方向の緑視率も後から容易に算出することが

できます。これによって、通りごと、地区ごと、あるいは都市全体の経年的な緑の変化を総量的に捉

えることができるようになり、緑視環境の都市間比較といったことも可能になるものと考えています。 

 もう１つの活用例として、スマホがあれば誰で

も簡単に緑視率を測定できますので、地域の緑化

団体の活動とか学校の学習プログラムにおきまし

て、みんなでつくる緑視率マップといったものを

作成する、そういったことが考えられます。住ん

でいる地域を改めて見直してみる、緑を慈しむ心

を育む、そのきっかけづくりとしてもこのアプリ

が活用できるのではないかと考えております。こ

のＡＩ緑視率のアプリは地方公共団体等に無償で 

提供する予定でおります。 
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 続きまして、市街地火災における道路の通行可能性のシミュレーションについて紹介します。都市

防災研究室の竹谷が担当しております。 

 近年、キッチンの設備や暖房器具などが変化して、また、建物の防火性能も向上しておりますので、

火事が起こること、さらには、その火事が燃え広がって広範囲の市街地火災に発展することは昔より

は少なくなっております。 

しかし、阪神・淡路大震災は言うに及ばず、東日

本大震災におきましても、地震動によって110件

以上の火災が発生しておりますし、最近では平成

28 年に糸魚川北側で大規模な火災がありました。

首都直下地震の被害想定では、最大で約 41 万棟

が焼失し、約１万6,000人が火災で死亡すると予

測されております。 

 都市研究部では、市街地火災の延焼を時系列的

に予測するアプリケーションである市街地火災シ

ミュレーターを開発し、継続的に改良を加えながら一般に公開しています。昨年度までの３年間では、

市街地火災が発生したときに、避難や応急活動に道路が利用されますけれども、その道路がどの時点

でどの程度の熱にさらされて通行が困難となるのかについて、シミュレーションによって評価する方

法を研究いたしました。 

 道路のそばの建物が燃えておりますと、道路を

通行する者が輻射熱を受けて熱くなります。既存

の知見によりますと、受熱量が平米当たり 2.38

キロワット以上になりますと人体が危険にさらさ

れることになり、歩行での通行は困難になります。 

 この図では、道路の近くで出火しておりますの

で、１時間後には、緑で塗られた道路が出火場所

の近くで茶色になっております。そこで通行は困

難になっていると。この後どんどん延焼が進んで

いって、燃える場所がどんどん変化していきますので、それに伴って通行困難な場所も移動していき

ます。 ８時間後の道路上の受熱量を拡大図で示しておりますが、人体に危険が及ぶ平米 2.38 キロ

ワット以上、そして、その２倍の平米 4.76 キロワット以上をそれぞれオレンジ色と茶色に塗ってお

ります。ここでは道路の車線ごとに受熱量を算出していますが、この後で示すケーススタディーでは、

計算速度を上げるため、道路の中心線上の受熱量でその区間を代表させております。 
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 東京都内の某所の密集市街地を題材としてケー

ススタディーを実施しました。通行可能性を評価

する道路は地区の南端を走っております、ここで

灰色になっておりますが、４車線の道路です。ピ

ンク色の地区が町丁目単位で見て密集市街地に分

類される部分です。地区の規模は長辺方向でおよ

そ３キロメートルあります。 

 気象条件は、地区から評価対象道路に向けて、

この絵でいきますと上から下ですが、風が吹いて

いると。風速は３メートル、６メートル、９メートルの３段階で行います。出火点は密集市街地の内

部に267カ所を設定しまして、それぞれの出火点について３つの風速で延焼シミュレーションを行っ

ております。 

 こちらはシミュレーションの画面です。図上で

薄茶色の建物は、木造などの耐火建築物ではない

建物です。黄色が評価対象の道路で、右下の赤い

星印、ちょっと見えにくい、この辺ですが、出火

点になります。風速は３メートルです。 

 それでは、シミュレーションの映像を御覧くだ

さい。約１時間半で道路の通行が困難な場所が出

てまいります。その後、左側への延焼は、この道

路で抑制されて遮断されておりますが、上から火

事が回り込んできて、16時間20分ぐらいでしたか、道路沿いにまた到達して、再び通行が困難にな

るといったことがこのシミュレーションから分かります。 

 もう１つ、２カ所で同時に出火した場合を御覧

いただきます。出火点はこちらとこちらです。こ

の出火点の場所とか数につきましては自由にシミ

ュレーション上設定できますが、今回のこの地区

でのケーススタディーでは１カ所の出火点で行っ

ておりますが、これは２カ所でやった場合のこと

を示しております。 
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 シミュレーションの結果として、上のグラフで

すが、出火してから評価対象道路が最初に通行困

難となるまでの時間を示しております。密集市街

地ということもあって、多くの出火点では道路ま

で直線的に延焼が進むため、通行の影響が生じる

までの時間は出火点から道路までの距離に概ね比

例しており、100 メートル当たりおよそ１時間半

となっております。当然ながら風が強いほど時間

が短くなっております。 

 下のグラフは、評価対象道路のどこかが通行困難となっている、その時間の長さを示しています。

道路から出火点までの距離が短い、つまり、このグラフでいいますと左側のほうですが、この場合、

道路に沿って延焼が進みますので、影響継続時間が長くなる傾向があります。 

 風速９メートルの場合、ここでいうグリーンの線ですが、その場合だけ継続時間が長くなっており

ます。その理由は、９メートルのときだけ延焼範囲が広域化するようなケースがかなりあるためです。

つまり、風速６メートルでは延焼を遮断できるような地区内の道路があるのに、それが風速９メート

ルになると乗り越えられてしまっているという状況が発生しています。 

 このようなシミュレーションを繰り返すことによって、火災発生後の時系列的な道路の通行可能性

と共に、延焼の継続あるいは遮断のポイントとなる市街地の部分なども把握できます。それによって、

消火、救助、避難などの応急活動の計画とか建物の不燃化などの事前防災に役立てることができるも

のと考えております。今後この成果を広く地方公共団体に活用していただけるよう、通行可能性評価

に対応した延焼シミュレーターを公開するとともに、手引の作成などを行うこととしております。 

 

 

 ３つ目の研究は、ＳＮＳデータから都市の暑熱

環境を把握しようという研究です。都市計画研究

室の熊倉が担当しております。 

 ここで利用するのはツイッターのツイートのデ

ータです。日々世界じゅうで膨大な数のツイート

が発せられていますが、その記録については、ツ

イッター社が匿名性を確保した上で様々な研究や

分析等の需要に向けて販売しております。その一

部を購入して、暑い、涼しいといった温感・冷感

に関するツイートを抽出して、その場所や時間を分析することによって、都市における暑さ対策のニ

ーズを把握し、効果的な対策のあり方の検討に役立てようとする研究でございます。 
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 分析に使ったツイートは東京 23 区内でつぶや

かれた約370万のツイートでありまして、そのう

ち“暑い”とか“あっち”といった、いわゆる暑

いツイートは２万 1 千、涼しいツイートは約

6,500ありました。 

 

 

 

 

総ツイート数に占める暑いツイート数の割合を

暑いツイート率として、東京 23 区を 500 メート

ルメッシュで区切って、暑いツイート率が高い、

かつその暑いツイートの数自体が多い、そういう

52のメッシュを抽出いたしました。 

 

 

 

 

 個々のツイートのデータには位置情報が付与さ

れております。抽出した 52 メッシュについて、

カーネル密度推定を用いてメッシュ内の暑いツイ

ート密度を可視化いたします。その上で、暑いツ

イート率の高い場所の特徴を、駅・駅前、公園・

神社など、平日は５類型、休日は７類型に分類い

たしました。さらに、それぞれの類型において暑

いツイート率が高い時間帯を把握して、人々が暑

さを感じる７つのパターンを見出しました。 

 それがこちらになります。Ａの地上駅型につき

ましては、例えば東急の多摩川駅、Ｂの人の集ま

る開放的な広場型としては、例えばお台場広場の

オブジェの前、Ｃの臨海部大型イベント施設とそ

の周辺型としては、例えば東京ビックサイトが挙

げられます。 
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 Ｄの川沿い型は、例えば荒川、Ｅの都心部の屋

外イベント公園型は、例えば日比谷公園、Ｆの緑

の多い公園・神社型は、例えばお台場の潮風公園、

それから、Ｇの屋外活動施設型は、例えば神宮外

苑のビアガーデンというものが挙げられます。 

 それぞれのパターンの特徴といたしまして、例

えばＤの川沿い型におきましては、休祝日の朝６

時から正午までの暑いツイートが多い。このこと

から、早朝から河川敷で散策したり運動したりバ

ーベキュー、そういったことをしている人たちが暑さを感じてツイートを発していることが推測され

ます。 

 この研究によりまして、いわゆるビッグデータの１つであるツイートの記録を分析することで、

人々がどのような場所でどんな感情を抱くのか、そういったことを一定程度把握することができるこ

とが示されたと考えております。同様の手法によって、例えば人々が美しいと感じる景観のポイント

とか、逆に不快感を覚えている場所、あるいはその不快さの具体的内容、原因といったものも把握で

きる可能性があります。 

 こういったツイートを含めたビッグデータにつきましては、例えば携帯基地局やＧＰＳのデータで

人の移動を観測するなど、政策の企画立案の前提となる実態把握において様々に活用できる可能性が

ありますので、今後も研究を進めてまいりたいと考えております。 

 

 

 最後に、来年度の研究課題として、３Ｄ都市モ

デルの構築と活用に関する研究を御紹介します。

こちらは都市開発研究室の石井が担当する予定と

なっています。 

 ３Ｄ都市モデルというのは、通常の二次元の地

図に土地や施設の高さ、形状などの情報を加えま

して、バーチャル空間に３Ｄの都市模型を構築す

るものでありまして、行政だけでなく民間も含め

利用可能な都市の基盤情報として、将来的には全

国で整備されることが期待されております。そのため、国土交通省都市局におきましては、全国の

50 都市程度を選定して、地方公共団体と連携しながら先行モデルとして実際に３Ｄ都市モデルを構

築する取組を始めております。 

 ３Ｄ都市モデルは、ＣｉｔｙＧＭＬ、ＧＭＬとはGeography Markup Languageの略でありますが、

そのように呼ばれる国際的な規格に基づく汎用的な形式で作成される予定となっております。そして、

そのデータはオープン化されて、公共のみならず民間にも広く活用してもらうという方針になってお
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ります。 

 ３Ｄ都市モデルの用途ですが、この図にありま

すように、上から熱環境、モビリティー、日影、

風、災害対応、景観、不動産、通信、エネルギー

といった様々な分野におきまして、都市レベルで

の立体的な構造の記述、あるいはその見える化、

さらにはその改変を企画するような場合、事前に

シミュレーションを行う、そういったことに用い

ることができます。 

 例えば、都市開発事業などを行おうとする際の

景観や環境のシミュレーションに用いるといったことが考えられますが、このことでシミュレーショ

ン自体の簡易化やコスト削減が可能になるとともに、事業計画を可視化できることによって、周辺の

住民が計画内容を理解しやすくなるとか合意形成が円滑化されるといった効果も期待できます。また、

都市の立体的な空隙が明確化されるといったことを利用しまして、ドローンによる物資配達のルート

選択や規制範囲の検討といった用途も考えられます。 

 この３Ｄ都市モデルの利活用の促進に向けて、

都市研究部では、高度なシミュレーションを行う

ためのＡＤＥ（Application Domain Extension）

と呼ばれる拡張仕様を検討することとしておりま

す。ＣｉｔｙＧＭＬの仕様は、その詳細度によっ

てＬＯＤ１からＬＯＤ３として定義されておりま

して、例えば建物については、ＬＯＤ１は平面形

状を高さ方向に伸ばしたレベル、ＬＯＤ２は、屋

根の傾斜などの立体的な形状が記述される、ＬＯ

Ｄ３になりますと、窓の配置までが再現されるといったものになっております。 

 しかし、各分野での高度なシミュレーションを行うためには、その目的目的に応じた建物外形以外

の様々な属性データが追加で必要になるといったことがありまして、それらの追加データにつきまし

ても汎用性を確保するため、ＡＤＥとして規格化することが必要になります。都市研究部では、従来

からの研究の蓄積がある分野としての風環境、熱環境のシミュレーション、あるいは先ほども御紹介

しました火災の延焼のシミュレーション、これらについてこの拡張仕様を検討することを予定してお

ります。 
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 こちらはヒートアイランド対策として、いわゆ

る「風の道」を検討する際の拡張仕様の検討内容

です。共通仕様には、地表での風の吹き方に対す

る樹木の影響度を算定するための抵抗係数等のデ

ータが含まれていないため、これを拡張仕様デー

タとして追加することにより、風の道の確保を考

慮した街路樹の植栽計画などが可能となります。

都市研究部では、３Ｄ都市モデルに樹木の属性デ

ータを追加してシミュレーションの実効性を検討

し、拡張仕様としての有効性を確認することとしております。 

 もう１つの研究内容として、３Ｄ都市モデルの

作成・更新のコストの削減について検討します。

ＬＯＤ３の精緻な３Ｄ都市モデルを構築するため

には、航空レーザーによって実際の都市をスキャ

ンして、いわゆる点群データを取得する必要があ

りますが、これを新規に行うには高いコストがか

かり、その更新も容易ではありません。そのため

都市研究部では、他分野の３Ｄデータ、例えば自

動運転の実現のために民間で整備が進められてい

る道路とその周辺構造物のデータ、あるいは公共工事に伴って周辺市街地を含めて取得される公共測

量データ、そういったものをこの３Ｄ都市モデルの構築に二次利用するための点群データの整合性の

確保等の方策を研究する予定としております。 

 

 

 以上、「都市政策立案のスマート化のための研究」と題して４つの研究を紹介させていただきまし

た。国の政策立案及び国の方針を踏まえた自治体の政策立案を支援することは国総研の使命の１つの

であり、今後とも最新の技術を政策立案に活用する方策について研究を発展させていきたいと考えて

おります。 

 御清聴ありがとうございました。 

―了― 
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９．沿岸海洋・防災研究部の研究動向について 

（国土技術政策総合研究所 沿岸海洋・防災研究部長 上島 顕司） 

 

 

 本日は、沿岸海洋・防災研究部の近年の研究

ということで、幾つか御紹介をさせていただこ

うと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 当部でございますが、２つの官と海洋環境、

沿岸防災、沿岸域システムと、３つの研究室か

ら成り立っています。 

 

 

 

 

 

 

 大きくいうと３つのことをやっております。

１つは沿岸域における利用・管理・保全に関す

る調査研究、それから、津波、高潮、高波など

に対する沿岸災害を防御、低減、回避するとい

う沿岸防災に関する調査研究、それから、海域

環境の修復・創出・保全等に関する調査研究と

いう３つの研究を行っております。 
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 今日はこの３つの研究テーマについて、そ

れぞれ簡単にトピックスを御紹介したいと思

います。 

 

 

 

 

 

 まず、沿岸防災についてでございます。沿

岸防災研究室では、研究もさることながら、実

際に災害が起こったときに、現地に災害調査に

向かいます。これが大きな任務の１つになって

います。今回は、沿岸災害に対する災害調査と、

それを受けて研究を対策に結びつけつつあると

いう事例として、2018 年の台風21号の事例を

御紹介したいと思います。この台風は、大阪湾

で既往最高潮位を超える潮位を観測し、大きな

被害を沿岸にもたらした台風です。 

 これは事後解析になるのですが、数値解析に

よってこの台風がどういう台風であったかとい

うことを再現・検証等を行っています。 

 ここでは、海面の動きを面的に再現して、実

は同じ湾内であっても湾内と湾奥で 50 センチ

程度の差があったといったようなことを検証し

ています。 

 

 

次に、実際の被災調査について紹介させていた

だきます。倉庫が越波によって被災を受けてい

ます。倉庫の前にあるのが防潮扉になります。

これが本当は波を防ぐはずだったのですが、越

波によって著しく破壊されているのが分かるか

と思います。 
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 防潮堤がここにあるのですが、この堤体が越

波によって破壊されて、ここまで飛んでいるこ

とが分かります。 

 

 

 

 

 

 

これはコンテナヤードです。この台風の港湾

における災害の特徴の１つとして、コンテナが

飛散、漂流したという被害がございました。そ

れが大きな特徴の１つです。 

 これは普通だと整然と積んでいるのですが、

強風によって倒壊していることが分かるかと思

います。このような状況を受けまして、どのよ

うにすればこういったコンテナの倒壊が防げる

かという研究を今やっているところです。 

 これは風洞実験施設という実験施設です。こ

の中に 25 分の１のコンテナの模型を入れて、

こちら側から風を吹かせて、どうなるかという

再現実験を行っております。 

何も処理をしない場合、それから、こちらは、

ひもで縛って固縛した場合、そうしたときにど

うなるかということを比較しております。 

 その上で、どのような積み方だったら、ある

いはどのような縛り方だったら倒壊しにくいか

ということをこの実験を用いて検証しつつあるところです。これによって実際の対策に結びつけよう

としています。 

 以上が沿岸防災の分野におけるトピックスでございます。 
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 次に、海洋環境の分野についてです。 

 海洋環境、特に自然再生の分野では、現在、

藻場がすごく注目されています。その理由とし

ては、ブルーカーボンということで、光合成に

よってＣＯ２、炭素を固定できるということが

あります。 

 しかし、藻場というのはブルーカーボンだけ

ではなくて、レクリエーションとか水質浄化、

あるいは魚がそこで育つとか、いろいろな機能 

を持っております。 

 このように生態系がいろいろな機能、役割を

持っていることを生態系サービスといいます。

すなわち、人が生態系から得ることができる便

益のことですが、通常はここに示してございま

すように、基盤、供給、調節、文化の４つの機

能から成ると考えられております。基盤という

のは水の環境のこと、供給というのは魚が穫れ

るとか、そういうことですね。調節というのが

今申し上げたまさにブルーカーボンの話、それ 

から、文化というのはそこでレクリエーション 

できますよとか、そういったことです。 

 このように、藻場とか干潟というのは多様な

機能を持っているのですが、それをきちんと評

価してあげようということで、今研究を行いつ

つあるということでございます。 
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 環境の分野においては、通常、ＣＶＭという

のが価値の計測で使われます。これは、例えば、

公園ができるのですけれども、あなたは幾ら払

って利用しますかというように調査します。た

だＣＶＭというのは、シナリオをどう設計する

か、どう調査するかとかに大きく依存していて、

一般的には信頼度が不安定だと言われています。

あるいは複数のサービスを評価するのは困難で

あるといった課題が従来から指摘されています。 

 そこで、多様な評価手法、総合的に評価する

手法を考案したということです。いろいろな評

価指標、例えば、種の保全とか食料供給といっ

た評価指標それぞれにおいて、その100点の状

態を基準値として想定して、当該場所はそのう

ちのどれぐらい達成しているかを得点化するこ

とを考えたという訳です。 

  

 

この長さがその得点、それから、角度は、例え

ば種の保全、食料供給という機能、評価指標の

重みづけを表しています。したがって、このち

ょうど塗られた部分を合わせたものが全体的な

価値評価額になるという訳です。 

 実際の場所でケーススタディーをやってみて

います。ある場所ですが、ここは人が立ち入れ

ない場所です。そうすると、この評価指標では

計測ができませんよということになっています。 

 ここは非常に人がたくさん訪れるところですが、そういうところだと憩いの場とかレクリエーショ

ンといったような評価指標の得点がすごく高くなっているのが見て取れるかと思います。 

 これはまた別の場所で、人がそもそもあまり行けないようなところですが、そういうところでも生

物の役には立っていたりするということです。 
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 ということで、このような手法によって環境

価値の経済評価額を出すことが可能になると。

それから、先ほど円グラフで示しましたように、

いろいろな場所ごとに何に特化しているかとい

ったバランスを見ることができるということ。

それによって、この場所ではどういうことに留

意したらいいかという対策の留意点を抽出する

ことができることがこの手法の成果であろうと

思っております。 

 次に、実際にどのような対策をしていくかと

いうことですが、人工的な干潟などを、どのよ

うにつくればいいかという知見は実は結構集ま

ってきているところです。 

 

 

 

 

 

 そうなのですが、生物というのは成長とと

もに生息場を変えます。例えば深場という深

いところで産卵する。それから、干潟におい

て稚魚が育つ。ちょっと大きくなるとまた浅

場に移動するというように、成長によって場

所が変わります。 

 

 

 これを踏まえて、例えば湾の中の海底の環

境、これをどのようにしていくと最もその魚類

の生息に適するのかというような検討を行って

いるところです。 

 以上が環境分野でございます。 
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 最後に、みなとまちづくり分野について御紹

介させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 これは沿岸域における地域資源の活用がまだ

まだ不十分ではないか、もっと地域振興に活用

したらどうだろうかというのが背景になってご

ざいます。 

 

 

 

 

 

 我が国においては、1980年代にウォーターフ

ロント開発ということで、港において空間形成

に係るいろいろな取組がなされたところではあ

ります。昨今あまりそういった取組は行われな

くなったのですが、平成 30 年に港湾局で

「PORT2030」という中長期政策を出しました。

その中で港の空間形成ということで、地域資源

を活性化させましょうといった取組をやってい

こうという動きが出てきたところでございます。 

 それを受けて、令和元年に「新みなとまちづくり宣言」ということで、当研究部も協力して、では、

実際にどのように取り組んでいけばいいのかといったようなことを取りまとめさせていただいたとこ

ろです。 

 実際に全国各地で先導的な事例も出てきておりまして、これらはもともと倉庫だったものをリノベ

ーションして再生して活性化を図った例です。これは既存の岸壁上でイベント的にマルシェを開いて

います。これは民間事業ですが、旅客船ターミナルとホテルが一緒になったものを整備したという例

です。このような先進的な事例、取組も見られるようになっているということです。 

 これはやはり倉庫のリノベーションですが、高潮対策の護岸がその前面につくられています。高潮

対策と倉庫のリノベーションを一緒になって計画したという先進的な例です。こちらも倉庫のリノベ
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ーションです。ここは前面が誰でも歩けるボードデッキになっているのですが、実はこの下に防潮堤

が入っています。高潮対策といわば地域活性化と一緒になって考えている例です。このような先進的

な事例があちこちで見られるようになってきているということです。 

 海外でもウォーターフロント開発ということで、引き続きずっと行われています。上がマルセイユ

で、下がジェノバです。港の再生とか改良によって地域全体の価値を高めるといったような動きが海

外においてもされているということでございます。 

 これはフランスとイタリアの例ですが、このように港と親しめるような空間づくりを日本において

も進めていくことができればいいなということで、取組への支援とかそれに関する研究等を行ってい

るところでございます。 

 以上、沿岸海洋・防災研究部の３つのテーマについて簡単に紹介させていただきました。 

 以上です。 

―了― 
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10．港湾分野におけるＩＣＴ進展・ＤＸに関わる研究動向 

（国土技術政策総合研究所 港湾研究部長 渡部 富博） 

 

 

 港湾研究部長の渡部でございます。 

「港湾分野におけるＩＣＴ進展・ＤＸ

（Digital transformation）に関わる研究動向」

についてお話ししたいと思います。 

 

 

 

 

 

 今日お話しする内容でございますけれども、

最初に港湾を巡る動向について少しお話をした

いと思います。その後、船の動静データ（ＡＩ

Ｓデータ）を用いた研究について、さらに港湾

ＩＣＴ施工に関わる研究についてお話をしたい

と思っております。 

 

 

 

 まず最初に、港湾を巡る動向でございます。 

 経済のグローバル化に伴いまして、海上輸送

量、コンテナ貨物量が増大しております。こち

らのグラフは世界の港湾の地域別コンテナ貨物

量の取扱いの推移を示したものでございます。

縦軸はＴＥＵ、これは 20 フィート、長さ６メ

ートルのコンテナを１個と数える単位でござい

ますが、2000年に世界全体で約２億3,000万ほ

どの取扱いがありましたが、2017 年には３倍

強の７億 5,000 万ほどの取扱量に大きく増大してございます。地域別に見ますと、アジア地域を中心

に貨物が大きく増大していることが分かります。 

 新型コロナの影響でコンテナ貨物への影響も出てまいりました。下のグラフはアジアから北米への

コンテナ貨物の輸出を2019年と2020年の月別に示したものでございます。2020年の２月から５月に

かけてはアジアから北米あるいは中国から北米を見ましても、コンテナ貨物量が前年に比べて大きく
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減少しております。ただ、８月以降は回復しておりまして、前年を上回る取扱量になってございます。 

 こちらの表は世界の船舶数でございます。貨物を運んでいる船が世界でこのぐらい動いているとい

う情報でございます。 

 次に、コンテナ船の大型化についてお話しい

たします。 

 貨物量が増えますと、貨物を一気に大量に運

んだほうが規模の経済が働きまして貨物を安く

運べますので、船がどんどん大型化しておりま

す。コンテナ輸送は始まってから五十数年たち

ますけれども、当初は1,000個積み程度のコン

テナ船でしたが、現在では最大で２万ＴＥＵ、

相当大きな船が就航してございます。 

 次に、港湾での荷役の自動化についてお話

しします。 

 下の写真はコンテナターミナルの写真でご

ざいます。例えば船が着きまして、コンテナ

を輸入する場合ですと、船からガントリーク

レーンと呼ばれるクレーンで貨物をこのヤー

ドに降ろしまして、それからトラック等が取

りに来て、それを引き渡すという形になりま

す。 

 これは横に見ますとこういう形になりますけれども、船からコンテナを卸すところ、ヤード内の荷

役あるいは貨物の受渡し、そういうところで自動化とか遠隔操作が結構進んでおります。 

 こちらが世界の港湾での自動化の状況でございます。 

 また、港湾物流においても情報化がどんどん

進んでおります。港湾貨物の取引には、荷主は

もちろんのこと、船社、税関、ターミナルオペ

レーター、いろいろ関係者が関わりまして、そ

の間でいろいろ書類のやりとりがありますけれ

ども、ここがまだファックスとか紙のやりとり

が多いということで、現在国土交通省では港湾

関連データ連携基盤という情報プラットフォー

ムの整備を始めております。 

 また、民間ベースでも、トレードレンズと呼ばれるブロックチェーンを用いた情報システムを開発

しておりますし、関東地方整備局では、コンテナターミナルの前の混雑等を緩和するということで、ト

ラックの搬出による効率化システム（ＣＯＮＰＡＳ）を運用し始めようとしているところでございます。 
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 ここから１つ目の研究でございます船の動静

データ（ＡＩＳデータ）を用いた研究について

お話をいたします。 

 まず、その前に港湾の計画について少しお話

をします。全国に百二十数港ある重要港湾など

では、港湾法によって10年から15年先の港湾

計画を定めることになっております。これ右側

は横浜港の港湾計画図でございますけれども、

係留施設とか船が回る泊地、あるいは船が行き

交う航路、そういうものについて、どこにどう配置するか、規模とか大きさ、水深を決めてございま

す。 

 係留施設につきましては、船のクラスによって、この表に示しましたとおり、このぐらいの船です

とこのぐらいの長さのバース、水深が要る、そういうものがある程度決まってございます。泊地、船

が回るエリアにつきましては、曳船（タグボート）による回頭、船が回る場合には、船の長さをＬと

しますと、直径２Ｌの円、その程度のエリアが必要になります。自分で回る場合、タグがない場合に

は３Ｌの円で回ります。航路につきましても、水深は喫水の大体 1.1 倍程度、幅は船舶の長さ以上が

必要とされております。 

 そういうときに、船が大型化しておりますの

で、どのような泊地とか航路を計画すべきか、

それをこのＡＩＳというシステムを分析しよう

ということで研究をしております。 

 まず最初に、ＡＩＳについて御説明します。

ＡＩＳは米国のテロを契機に義務づけられまし

て、2008年から300総トン以上の国際航路の船、

あるいは国内船ですと500総トン以上の船に設

置が義務づけられております。船から船の情報、

あるいは位置、速度、そういうものが発信されております。それを陸上側のアンテナを立てて受ける

ことができる、そういうシステムでございます。 
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 アンテナを立てると受けることができるので、

国総研では、全国の地図に示しましたとおり、

９カ所にアンテナを立ててこういう船のデータ

を蓄積してございます。１つのアンテナで大体

半径 60 キロ程度のエリアをカバーすることが

できますので、この地図に示した色のついた辺

り、その辺の船の動向が国総研のデータベース

として蓄積されております。 

 

 このデータを使って幾つか分析をしておりま

す。まず最初は、船の離着岸に関わる動静分析

です。先ほどコンテナ船の大型化についてお話

ししましたけれども、クルーズ船についてもど

んどん大型化が進んでございます。 

 これは代表的なクルーズ船を書いたものです。

コロナの影響で少しクルーズブームが止まりま

したけれども、2014 年以降、日本にはたくさ

んの大きなクルーズ船が来ました。寄港の港も

地方港を初めいろいろな港に寄港するようになりましたので、こういう大きな船が入れるかどうか、

そういう検証が必要となってまいります。 

 一方、クルーズ船は、下に示しましたとおり、こういうプロペラについてもポッド推進器、あるい

は船首の辺りにバウスラスタといって船が回転しやすくなるような施設、そういうものを備えており

ますので、それらを踏まえて港の計画はどうあるべきか、そういう検討をしてございます。 

 こちらがそのＡＩＳデータを使ってクルー

ズ船の入出港の状況を分析した例でございま

す。これは 11 万総トンクラスのクルーズ船が

入港して離岸するまでの様子、ＡＩＳのデー

タをビジュアル化したものでございます。こ

れによって、右に描いていますとおり、どの

ぐらいの直径の円で回頭しているか、そうい

うものが分析できます。 
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 全国の 51 のケースをいろいろ分析しました。

この４つの例はその中の一部でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 51 のケースを少し分類して整理したのがこ

ちらでございます。分類は、港の水域が直径２

Ｌに比べて非常に広い場合をタイプ１、２Ｌ程

度をタイプ２、２Ｌより狭い場合をタイプ３と

しまして、51 隻がどのぐらいの直径の円で回

ったかをこのグラフのとおり整理してございま

す。一番狭いエリアで回ったケースでも 1.6Ｌ

程度で一応回れているという分析結果が得られ

ております。これは今後の計画等にも生かして 

いければと思っているところでございます。 

 次に、台風などの荒天時の船がどのように動

いているか、その分析もしてございます。台風

などで強風の場合には、船は港に着いていると

ロープが切れて危ない等ございますので、この

表に示しましたとおり、大型の船は岸壁から離

れる、あるいは沖に行けという決まりになって

おります。 

 沖に行った船はどうするかといいますと、こ

の絵に示しましたとおり、いかりを下ろします。

いかりを下ろして、いかりの爪が海底地盤の砂とか泥に引っかかる力と、いかりを伸ばして、そのい

かりが海底との摩擦力を生むので、その２つの抵抗力によって船に働く風とか波の力に耐えるという

ことをやってございます。 

 いかりの長さがどのぐらい必要かというのは、真ん中の表に示しましたとおり、風速によっても違

いますけれども、大体水深の３倍から４倍程度、プラス 100 メートル程度の延長が必要とされており

ます。 
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 この荒天時の船の状況も少し分析をしてござ

います。これは2019 年９月の東京湾を台風15

号が来襲したときの船の様子でございます。 

 これは東京湾でございますけれども、多くの

船が避難しておりましたが、そのうちの５隻分

を拡大したのが右側のこの図でございます。船

が時間と共に、風向きとかが変わりますので、

動いている様子が分かると思います。それを基

にすると、この下のように、どのぐらいの回頭

円が必要であったかが分かる、そういう分析もしてございます。 

 ＡＩＳの最後になりますけれども、衛星を

用いた船の動静分析もしてございます。地球

温暖化で北極海の氷がどんどん少なくなって

おります。夏場は特に少なくて、６月から 11

月には船が航行できるようになっております。

アジアから欧州に向かう北西航路、そして、

カナダ側に向かう北東航路、こういった航路

が利用可能になってございます。 

 北西航路の場合ですと、日本からヨーロッ

パへの輸送を考えると、スエズ運河を通るよりもはるかに短い距離で輸送できることになりますし、

ロシアのヤマル地域、ここはＬＮＧ（天然ガス）のプロジェクトが動いてございますので、そういう

ものを日本に運ぼうとすると、欧州経路よりも北極海経路を使ったほうがはるかに効率よく運べると

いうことになります。こういうことで、北極海航路が注目されております。 

 これが北極海航路の氷の動向でございます。

1979 年以降の氷の面積でございますけれども、

冬場と夏場、夏場は年を経るごとにどんどん

面積が減っておりまして、2020 年は観測以来

２番目に小さな値、369 万平方キロ程度になっ

てございます。 

 これが夏場の氷の状況でございます。冬場

と比べますとこの辺りが通りやすくなってい

るという状況でございます。 
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 ただ、夏場といっても無条件に通れるわけで

はございませんで、ここに表がございますけれ

ども、アイスクラス、ある程度氷を砕ける船、

砕氷船を従えて、この船自体もある程度氷に耐

える船、そういう船であれば、ロシアの北極海

航路局に申請して通行が認められれば通れる、

そのようになってございます。 

 

 その状況をＡＩＳを使って分析してございま

す。分析には今度はアンテナを立てるのではな

くて人工衛星を使っております。ＪＡＸＡ（ジ

ャクサ）さんと 2016 年から共同研究をしてご

ざいますので、だいち２号とかＳＤＳ－４、こ

ういう人工衛星でＡＩＳのデータを受信して、

そのデータを頂いて分析をしてございます。 

 こちらの図は北極海をどのくらいの船が通っ

たかという経年変化を示してございます。2015 

年以降どんどん隻数が増えていることが分かり 

ます。 

 また、こちらは 2019 年の月別の氷の様子と

船がどういうところを通ったか、そういう分

析をしたものでございます。 

 

 

 

 

 

 実際にかかった日数と速度、いろいろなこ

とが分析できますので、月別にどのぐらいの日

数で北極海を抜けているかを分析したのがこち

らでございますけれども、おおよそ５日から９

日程度、寄港地がなければその程度ということ

も分析できております。 
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 次に、２番目のテーマ、港湾ＩＣＴ施工に関

わる研究についてお話しします。 

 こちらは港湾の施設を示したものでございま

す。港湾には船が通る航路、あるいは回る泊地、

波を防ぐ防波堤、船が泊まる係留施設、そのほ

かいろいろな施設がございますけれども、こう

いう水域施設、外郭施設、係留施設でＩＣＴ施

工や三次元データを用いたＢＩＭ／ＣＩＭへの

取組みをしてございます。 

 港湾分野での i-Construction（アイ・コン

ストラクション）の状況についてお話ししま

す。ＩＣＴに関しましては、ＩＣＴ土工が

2016 年度から始まりましたけれども、港湾の

ほうの浚渫（しゅんせつ）、海を掘る工事につ

きましては 2017 年度から開始しておりまして、

ここに示しましたとおり年々件数を増やして

ございます。 

 また、防波堤、水深20メートルとか30メー

トル、そういう海底に石を捨てまして、その上にブロックを並べて、コンクリートの箱、ケーソンを

置いて、波消しブロックを置く、そういう構造が一般的でございますけれども、この工事につきまし

ても、ブロックの据付けとか地盤改良などにつきましてＩＣＴを使って実施をしようとしてございま

す。 

 また、岸壁につきましても、桟橋構造といいますけれどもＢＩＭ／ＣＩＭ、三次元のデータを使っ

て調査、設計からやるという取組を始めているところでございます。 

 この中でＩＣＴ浚渫工に関して少し研究を

していますので、御紹介したいと思います。 

 ＩＣＴ浚渫工は、現地盤がどうなっている

か、その状況を三次元で測量する、あるいは

施工時に施工の状況を三次元で把握する、可

視化する、さらには納品時の情報を三次元で

納品する、そういう流れでございます。 
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港湾におきましては、一般的にはここに示し

ましたとおり、クラブ式浚渫船やポンプ式浚

渫船、こういうもので掘ってございます。工

事の段階ではこういうところでちゃんと三次

元の管理ができております。 

 

 

 

 

 また、実際の掘った後の水深、土量等を計る

ために深浅測量が必要となります。従来はシン

グルビーム測量といって、船が通った後だけ線

で計るという方式でしたけれども、最近ではマ

ルチビーム測量、電波を広がりをもって出して

計るという方向に変わってございます。 

 

 

 

 こちらがマルチビームのイメージでございま

すけれども、角度をもって計るということでご

ざいます。この角度が基準では 90 度になって

いたのですけれども、ここをもっと広くすれば

当然効率的になるではないかというところがご

ざいまして、そこをどうするかという研究をし

てございます。また、重なり具合をどうするか

という話もありますので、それについても実際

研究をしてございます。 

 こちらが研究の内容でございます。先ほど申

しましたとおり、角度をどうするか、緩和でき

ないかという話と、船が行ったり来たりする、

その重複率を現在 100％でやっていますけれど

も、それを緩和できないか、そういう研究でご

ざいます。 
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 実際のところは、この表に示しましたとおり、

角度を90度、120度、130度の３通り、重複率

を100％のほか20％、60％、そういう８つの組

合せで土量をもって検証するということを実際

の現場を使ってやってございます。 

 

 

 

 

 こちらが結果でございますけれども、いろい

ろ条件を変えてやりましたが、土量に関してい

うと 0.2％程度の差しかないので、結構緩和が

できるのではないか、そういう結果になってご

ざいます。 

 

 

 

 

 検討結果につきましては、土量も重なり率

も緩和できそうだというのは分かったのです

けれども、令和２年４月に改定されたマニュ

アルには、スワス角90度だったものを90度か

ら120度に緩和する、そこが改定されてござい

ます。 

 重なり率に関しましては、土量だけではな

くて深さ自体が実際どういう精度になるか、

そういうところをもう少し検証してから反映 

していきたいと考えているところでございます。 
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 これが反映されたマニュアルの抜粋でござい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 以上、駆け足でございましたけれども、港湾

研究部でやっておりますＡＩＳ関連の研究と港

湾ＩＣＴ施工に関わる研究についてお話をいた

しました。詳しくはここに書いております国総

研資料等に掲載されておりますので、ぜひまた

御覧いただければと思います。 

 どうも御清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

―了― 
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11．空港業務支援車両の自動化・省力化に関する研究 

（国土技術政策総合研究所 空港研究部長 髙野 誠紀） 

 

 

 空港研究部の髙野といいます。 

 本日は、「空港業務支援車両の自動化・省力

化に関する研究」と題しまして報告をさせてい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 話の流れとしましては、最初に航空イノベー

ションの取組、これは全体の概要になります。

こちらをお話しした後で、個別の内容というこ

とで、空港業務支援車両の自動化・省力化、そ

して、空港除雪車両の自動化・省力化という順

で話をさせていただきます。 

 

 

 

 最初は航空イノベーションの取組の背景とい

うところになります。何といってもやはり外国

からの訪日旅客数、これへの対応ということに

なります。左側のグラフを見ていただきますよ

うに、2019年の訪日外国人旅行者数は3,188万

人ということで、８年連続過去最高を記録した

ということでございます。ただ、現在はコロナ

禍の影響を受けておりますので、非常に惨たん

たるありさまということになろうかと思います。 

 昨年11月に発表されました１月から10月までの旅客数によりますと、前年比85％の減ということ

で、数としましては 400 万人と非常に少ない状況になっております。ただ、今後アフターコロナとい

う状況の中で、この旅客航空需要が回復するのはいつかということがいろいろな国際機関で予測され

ておるところです。ＩＡＴＡという国際航空運送機関によりますと、ＧＤＰの回復に連動するという

予測の中では、2023 年から 2024 年、この辺でコロナ以前の状況に回復するだろうというふうに予測
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されているところですし、我が国の観光ビジョンの中でも 2030 年の 6,000 万人という目標は依然堅

持されているという状況です。 

 一方で、受入れサイドに目を向けますと、こ

ちらのグラフはよく御覧になると思います。日

本の総人口の推移になります。現在総人口は減

少の時代に入っておるという中で、高齢人口は

増加する、生産年齢人口や若年人口が減少する

という中では、人材の確保が非常に大きな課題

になっておるところです。そうしますと、まず

人材の取り合いということがありますけれども、

人手をかけないサービスの在り方、新しいサー

ビス供給の在り方というものが求められるということになります。 

 航空業界の中でも、左の棒グラフに示します

ように、旅客は増えておりますけれども、折れ

線グラフのように、就業者数は横ばい状態にな

っております。先ほども言いましたように、将

来のインバウンドの回復あるいは増加を見据え

ますと、やはり航空機の運航に関わる人材が必

要になってくるということになります。 

 世界最高水準の旅客サービスを実現するとい

う目標の下では、自動化とかロボット化、ＡＩ、

ＩｏＴ、こういったものを活用した新しいサービス体制、形態をつくっていく必要がある。具体的に

は右側にありますようなFAST TRAVELの推進、こちらは空港での諸手続・動線の円滑化というもので

すし、２つ目は、これからお話しします地上支援業務の省力化・自動化という分野になります。 

 ここで航空イノベーションの全体を改めて御

説明いたしますと、空港間競争の激化、ちょっ

と質が変わってきておりますけれども、依然と

してその競争というものはありますし、旅客需

要は回復すると。そういった中では、供給サイ

ドの懸念を払拭する必要があるということです

から、ハード面では発着容量の確保、これは施

設整備によりますけれども、あるいはターミナ

ル容量の確保は必要ですし、ソフト面といたし

ましては、利用者サービス、地上支援業務、こういった分野でのイノベーション、革新を進めていく

ということになります。 
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 ここからは具体的な話になります。現在国総

研が取り組んでおります２つの取組について紹

介させていただきます。 

 １つは地上支援業務に関わっております多種

多様な車両についての自動化・省力化というこ

とです。こちらは平成 30 年度から取り組んで

おります。民間には、そこにありますように、

ランプバスの自動化とかトーイングトラクター

の自動化、こういった部分については民間の技

術に担っていただくということですが、国としましては、こういった車両自動化に伴います施設整備

とか運用ルール、安全性等の検証、こういったものを分担して担っているということでございます。 

 もう１つ、除雪車両の自動化ですけれども、こちらにつきましては、令和２年度、今年度からの取

組になっております。やはり車両の自動化が前提になっておりますけれども、国総研といたしまして

は、除雪作業計画の見直し、あるいは導入時の省力化・効率化の検証、こういったものを役割として

担っているということでございます。 

 そもそも地上支援業務とはどういったものか

ということをこれからお話しします。グランド

ハンドリングという言い方もしております。主

なものにはランプハンドリングという分野があ

ります。これは空港の駐機場での航空機運航支

援ということです。航空機には貨物の積卸しが

ありますし、航空機をプッシュバック・トーイ

ングという牽引する作業もあります。 

 また、皆様、航空機に乗られるときには旅客

輸送用のバスに乗られることもあると思いますし、給油作業、そういったものもあります。また、貨

物ハンドリングという分野でいいますと、貨物の積付けとかコンテナ貨物の搬送、こういったものに

車両が使われているということです。 

 こういった多様な車両につきまして、どのよ

うに自動化を進めるかということですけれども、

段階としてはフェーズⅠからフェーズⅣまでを

段階的に進めまして、目標としては 2030 年度

までに導入するという全体の工程を引いており

ます。現在 2020 年ということですのでフェー

ズⅡまで進んでいるという段階ですし、この図

の中にありますような星印につきましては、実

証実験などを民間の力をおかりしながら進めて
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いるというところです。 

 例えば旅客につきましては、まず乗降時に使用するパッセンジャー・ボーディング・ブリッジ、こ

ういったものの装置を遠隔で操作する、自動装着させるという技術もありますし、先ほど言いました

ように、旅客の輸送ということで、バスに関しましてレベル３からレベル４に自動化を進めていくと

いう段取りで進めています。 

 また、中段、手荷物の積付け作業も機械化を進めているということもありますし、下段にあります

貨物の搬送につきましては、トーイングトラクターといった車両を使ってコンテナ貨物を輸送する。

この分野につきましても2025年を目標に今導入を進めているところです。 

 こちらは実証実験をどこで実施しているかと

いう図になります。実際に空港の現場を活用し

まして、ただ、通常の空港業務に支障のないよ

うに調整しながらということで、仙台空港を初

め、成田、羽田、中部空港、関西空港、佐賀空

港、こういったところで実証実験を実施してい

るというものです。 

 

 

 このように、車両機器につきましては民間主

導で技術開発を進めていただいておりますけれ

ども、一方で、空港サイドとしましては、受け

入れる側として、その設備とか運用面でのルー

ル化、そういったものを整える必要があります。 

 こちらは羽田空港の図になりますけれども、

羽田のような巨大な空港ですと、自走式の車両

だけでも3,000台を有しておりますので、非常

に多くの車両が運行されております。そこで、

自動化を導入した場合に、オペレーションが効率化されるのか、また、安全確保が十分なのか、そう

いった評価をあらかじめしておく必要があります。これらの評価をシミュレーションで実証すること

が国総研、私どもの役割ということでございます。 

 まず、車両の走行実態を把握することが必要になりますので、車両にビーコン発信器を設置しまし

て、空港内 53 地点に受信機を設置します。通路の分岐点とか要所要所に設置することにしました。

７日間 24 時間連続で観測を実施しまして、データを取得した結果が右側にあります表とグラフにな

ります。こちらに車種別の数、あるいは信号の発信の検知回数、そういったものを整理しております。 

 こういったデータを基に、車両がどういった経路をどのぐらい走っているかを図示したのが左の図

になります。色別にしておりますのは、赤系統に行くほど車両の走行数、通行量が多いことを意味し

ています。 
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 この辺が国内線のターミナルビルがある場所、こちらが国際線のターミナルビルがあります。必然

的ですけれども、ターミナルの直近で、赤い通行量が集中する場所があります。また、国内線地区と

国際線地区を結ぶトンネルがございますので、そちらにかなり集中していることが実態として把握で

きるということでございます。 

 ちなみに、このトンネルにつきましては、2020年に新たにもう１本トンネルを築造いたしまして、

現在は２本のトンネルを運用しているという状況がございます。 

 さて、シミュレーションするといってもいろ

いろな条件設定が必要になってまいります。先

ほど交通量についてはある程度実態をまとめた

ということですけれども、例えば交差点などの

車両の動きにつきまして交通ルールを設定する

ことが必要になってきます。 

 左の図を御覧いただきますと、例えば交差点

で一時停止します。その後また動き出すという

ときに、当然ギャップ、タイムラグが発生しま

す。これが有人車両ではなくて自動車両になりますと、この待ち時間が長くなることが想定されます。

そうしますと当然全体の交通量に影響を与えますので、この影響を抑えることが必要になってきます。 

 １つの方法は、単純な方法ですけれども、停止時間を短くする。ただ、そのほかにも交差点での優

先走行権を与えるという方法も想定されます。右の図にありますように、例えばこの紫、自動走行車

両が交差点に近づいたら、この緑色は有人車両を表示していますけれども、自動車両の走行を優先し

て、有人車両は一時停止すると。例えばそういった自動走行車両への優先権を与えることで全体とし

ての交通流がスムーズになることも考えられますので、そういった条件づけが幾つか必要になってき

ます。 

 それらをまとめた表がこちらになります。先

ほど申しました自動走行車両への優先化の目的

は、車両の円滑化、安全な走行の確保、また、

全体としての時間損失の削減、こういったもの

を目指しておりますので、条件の設定とか組合

せでどれが最も効果があるのかということを評

価する必要があるということでございます。 

 表を見ていただきますと、例えば自動走行車

両の導入率、こちらに 10％、50％、100％とい

う段階を示しております。ちなみに、この自動化の想定は、多種多様な車両の中で今回は２つの車両

に限定しています。１つは旅客運送用のバス、もう１つはトーイングトラクターというコンテナ貨物

を搬送する車両、この２つの車両にまずは限定しています。 

 自動化の技術レベルとしては、例えば走行速度が遅いというのは、これは実態の走行速度を参考に
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した数値ですけれども、やや遅めの速度から速い速度に条件を変えるということもありますし、運用

ルールでは、先ほど言いましたように、交差点での優先走行権を与えるか与えないか、そういった条

件設定との組合せを想定しています。これが全てではありませんけれども、まずはこういった条件で

考えてみたということです。 

 その結果がこちらに示した図で、こちらは車

両の平均速度を図示しています。青い色の部分

がやや速めの速度で、赤に近づくほど遅くなる

ということです。左側が自動走行なしの場合で、

右側が自動走行を一部 100％にしたところです。

そうしますと、違いが出てくるように、右の図

の方では黄色い線とかオレンジの線が出てきま

す。平均速度が低下しているということを意味

しています。 

 こちらは総走行時間という指標で比較したも

のです。グラフの左側は自動走行なしのケース

です。そちらの自動走行を 10％、50％、100％

と増やしていきます。そうしますと、これは自

動走行の導入率だけ上げていったケースですの

で、全体としての総走行時間が増えていく傾向

が見えます。そちらにさらに優先走行権など条

件を加えますと、総走行時間が下がる、低下す

るという結果が出てきます。総走行時間という

のは１つの指標ですから、これで全てを判断するわけではありませんけれども、こういった評価をし

ながら導入方法を考えていくということです。 

 ＧＳＥの自動化につきましてはまだ課題があ

りますので、引き続き検討していく余地がある

と考えています。 
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 ここからは空港除雪車両の自動化・省力化に

ついてお話をします。 

 道路での除雪は皆さんもよく御覧になってい

るかもしれません。ただ、空港の除雪には幾つ

かの特殊性があります。１つは除雪の精度とい

うものです。実は国際基準に定められておりま

して、滑走路面の滑り摩擦係数を確保すること

が求められています。航空機の着陸速度は時速

250 キロぐらいありますので、滑走路面をしっ

かり露出させる、それによって摩擦係数をちゃんと確保することが必要になってきます。 

 もう１つは除雪に要する時間です。例えば新千歳空港ですと滑走路１本につきましては 20 分で除

雪を終えることを目標にしています。長い時間をかけますと上空で航空機が長く待機することになり

ますし、遅れることによる経済的な損失、そういったこともありますので、目標を定めているという

ことです。また、空港というのは非常に広い空間ですので、それぞれ車両の自己位置認識技術も必要

になってくるということでございます。 

 こちらの写真は新千歳空港の除雪車両部隊の数になります。100 台近くの除雪車両が動き回って、

こういった目標を達成するために頑張っているということです。 

 そもそもの空港の除雪作業の手順をちょっと

お話しします。主に４種類の除雪車両が編隊を

組んで一気に進めていくというやり方です。先

頭にプラウ除雪車が滑走路の外側外側に雪を押

し出していくと。その後、ロータリー除雪車が

走って雪を吹き飛ばして、その次にスイーパー

除雪車というブラシを装備した車両が雪をかき

取って滑走路面を露出させまして、最後に凍結

防止剤を散布していくといった手順で進めてお 

ります。これを自動化するということです。 

 主な手順としましては、まず、自動運転除雪

技術の空港への適応性の検討があります。道路

などでは先行している技術がありますので、こ

ちらの適応性の検討をするということです。 

 ２つ目に、空港の除雪作業計画等の検討があ

ります。先ほどもお話ししましたように、現在

の除雪の体制とか除雪の計画というものがあり

ますけれども、自動化を導入した際にそれらが

同じようなやり方でいいのか、あるいは一部変
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更する必要があるのか、そういった除雪計画への反映について検討することが必要になってきます。 

 ３番目ですけれども、自動運転除雪車両の技

術といったものが実際に適応できるのか、実証

実験などで確認していきます。先ほど言いまし

たような自己位置認識の技術、あるいは除雪の

作業の一部手順を自動化する、そういったこと

が入ってきますので、それらの実証実験を現地

において進めるということを想定しています。 

 

 

 ４つ目は省力化・効率化の効果の評価手法の

検討になります。こちらは現状の待機日数とか

稼働日数、あるいは作業員数、そういったもの

がどう変わるのか、それによってどれだけの効

果があるのかということも検討する必要がある

と考えています。 

 

 

 

 最後に、除雪車両の自動化に関しまして大ま

かなスケジュールを載せています。今年度から

始めたと申しましたけれども、当面３カ年で一

定の成果を出すことを想定しています。第１段

階としましては、自己位置の測定技術の実証実

験です。これは昨年の暮れに民間に対して技術

の公募という手順でしました。そういった応募

を受けた技術を使って現地で実証実験を予定し

ています。 

 第２段階としましては、除雪装置の操作、車両運転の自動化を目指すということで、操作状況デー

タを取得して、それらの中で自動化にかなう部分を抜き出して、運用ルールも併せて車両の仕様の検

討を行い、そういった実証実験につなげていくということを予定しています。 

 除雪車両につきましては今年度から始まったということで、まだ始まったばかりですので、その成

果につきましては、いずれまた紹介できればと考えております。 

 以上で私からの報告を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

―了― 
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12．社会資本マネジメントにおけるデジタルデータの活用 

（国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター長 清水 晃） 

 

 

 社会資本マネジメント研究センターの清水と申

します。 

 本日は、「社会資本マネジメントにおけるデジ

タルデータの活用」と題しましてお話をさせてい

ただきます。 

 

 

 

 

 本日のお話しさせていただく内容ですけれども、

まず１点目、今整備中でありますデジタルトラン

スフォーメーションデータセンター、私どもはＤ

Ｘデータセンターと呼んでおりますけれども、そ

れの御紹介、また、同時に整備中であります実験

フィールドに関する御紹介をさせていただきたい

と思っております。 

 第２点目といたしましては、建設現場における

デジタルデータの取得につきましてお話をさせて

いただきたいと思っております。デジタルトランスフォーメーションという言葉が昨今言われており

ますけれども、その基となるデジタルデータの取得も試行しておりますので、その紹介をさせていた

だきたいと思っております。 

 ３点目といたしましては、そういったデータを横断的に使っていくインフラ・データプラットフォ

ーム、この取組の御紹介をさせていただきたいと考えております。 

 それでは、まず、現在整備中のＤＸデータセン

ターにつきまして説明をさせていただきます。 

 なお、このＤＸデータセンター、次に御紹介す

る実験フィールドにつきましては現在整備中でご

ざいまして、その内容につきましては、本日の説

明内容と実際に構築されるものが変更になる可能

性がございますので、その点はあらかじめご了承

いただきたいと思います。 

 では、今現在考えているＤＸデータセンターに
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つきまして御説明させていただきます。 

 まず、ＤＸデータセンターですけれども、このセンターの中に構造物の三次元モデルとか点群デー

タ、国土地理院で整備しております地理院地図、地盤情報、こういったものをまず基礎的なデータと

してこのＤＸデータセンターに収納するということを考えてございます。 

 そして、こういったデータを利用いたしまして、例えば事業の初期の段階でいいますと、計画路線

とか構造物のモデル作成、それから、関係機関協議の説明資料を三次元データを使って作成する。ま

た、発注準備とか施工時、施工管理や検査にもこういったデータを活用できないかといったことを今

考えてございます。 

 それから、こういった事業のマネジメントのほかに、災害対応における状況の確認、あるいは被災

範囲の可視化、維持管理といったものにもこのようなデータを活用できないかといったことを考えて

ございます。 

 ＤＸデータセンターにつきましては、この図の

真ん中と右側、ここをＤＸデータセンターと呼ん

でございます。ここにおきましては、まず、ＤＸ

データセンターの中に各事務所、あるいは民間の

方が利用していただくＣＩＭモデルといったもの

をここに収めるということを考えてございます。

ここにつきましては、ＣＩＭモデルの最初の作成

段階から最後の完成段階まで、それぞれの段階を

このストレージを利用していただいてＣＩＭモデ

ルを作成していただくことを考えてございます。ここのＣＩＭモデルにアクセスしていただいて、実

際にＣＩＭモデルの修正、資料の作成等を行っていただくということを考えてございます。 

 この左側が実際に利用していただく方でございまして、民間事業者の方がここにアクセスして、実

際にモデルを作成あるいは修正していただくと。ＤＸデータセンターの中には、基本的はＣＩＭソフ

トウェア、こちらは無償で用意するということを考えてございますけれども、こちらの基本的な機能

を持ったものを無償というふうに考えてございまして、より高機能なものにつきましては、ソフトウ

ェアの有償のものを利用してこの中のＣＩＭモデルを作成あるいは修正するということを考えてござ

います。 

 また、民間の方あるいは施工者の方のほかにも国土交通省の職員もそれぞれの事務所、あるいは整

備局からこのＤＸデータセンターにアクセスいたしまして、このＣＩＭモデルを見たり、必要に応じ

て修正するといったようなことができるといったセンターを考えてございます。こういったモデルを

使って修正等をしていただくわけですけれども、同時に、今度センターの中にはライブラリーといっ

たものも整備いたしまして、よりこのＣＩＭモデルが簡単に作成できるといったものもしていきたい

と考えてございます。 

 また、ＤＸデータセンターの中でつくっていただいたＣＩＭモデル、それが実際業務等が終わりま

すと電子納品という形でオンラインで格納されるといったことも考えてございます。また、ＤＸセン
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ター全体のバックアップといったことも考えてございますし、後ほど御紹介いたしますけれども、イ

ンフラ・データプラットフォームとの連携といったものも考えてございます。こういったＤＸデータ

センターを整備することによりまして、ＣＩＭモデルのより一層の活用が図られていくのではないか

と期待しているところでございます。 

 続きまして、同じく現在整備中の実験フィール

ドの概要について御説明させていただきます。 

 こちらは、現在国総研の円弧が道路の試験走路

でございますけれども、内側に例えば５Ｇを呼び

出しました実証実験の建設フィールドといったも

のを整備しましたり、こちらに書いてございます

けれども、橋梁の模型施設をつくって既存の構造

物を三次元化する、こういった技術の研究開発、

あるいは配筋の検査模型なども整備いたしまして、

完成検査とか出来形管理に使う新しい技術をここで検証していただくいったようなことも考えてござ

います。 

 また、ここに書いてあります地下埋設物の模型施設ですけれども、こちらは今考えてございますの

は、こういった地下埋設物を敷設する場合に、最後にここをデジタルカメラで写真を撮りまして、そ

のデータを使って三次元化できないかといったことも考えてございます。こういったフィールドにつ

きまして、現在整備中というところでございます。 

 続きまして、ここからは話題が別のものになり

ます。こちらのパワーポイントは i-Construction

（アイ・コンストラクション）の説明によく使わ

れるものでございますけれども、これまでよりも

少ない人数・工事日数で同じ工事量をやっていこ

うと、すなわち建設現場の生産性を向上していこ

うというグラフでございます。そのために、現在

までＩＣＴ施工などが推進、拡大されてきたとこ

ろでございます。 

 本日は、今までの取組とは少し視点を変えまして、実際に建設現場でデジタルデータを取得しよう

とする試みを紹介したいと思います。デジタルトランスフォーメーションの必要性が言われている最

近ですけれども、その基となるデジタルデータが必要です。建設現場におきまして、データをどのよ

うに取得しようとしているのかを紹介したいと思います。 

 これから紹介する手法ですけれども、幾つかの現場で試行させていただいております。協力いただ

きました施工者、発注者の方々に感謝を申し上げます。 
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 まず１つ目が工事日報入力システムによる把握

でございます。工事日報は工事施工者が紙に記録

しておりましたけれども、そのために簡単に活用

ができない、そういう状況でございました。そこ

で、こういったスマートフォンを利用いたしまし

て、必要なデータをデジタルで記録することによ

りまして、工事情報の分析や活用などが可能にな

ると考えてございます。 

 

 次に紹介するのは作業員の方の位置情報の取得

でございます。こういった現場の周囲に位置情報

を取得するロケーターといったものを設置いたし

まして、作業員の方のヘルメットにタグを設置い

たしまして、その位置情報を把握することが可能

になっておりまして、今こういったことの試行を

しておるところでございます。また、同時に施工

映像、こちらもデジタル映像で記録をしていると

いった取組をしてございます。 

 これが実際のヘルメットに取り付けたタグです

けれども、それほど大きなものではなく、また、

１秒間隔で三次元の位置を把握することができる

といったものでございます。 

 

 

 

 

 

 それから、こちらは施工映像を取得した記録の

事例でございます。 
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 そのほかに、これはクレーンのフックに計量装

置（クレーンスケール）を設置いたしまして、ク

レーンがつり下げているものの重量、あるいはそ

のときのクレーンの三次元の位置情報を記録して

おります。こういったことを記録することにより

まして、どんなものを運んだか、どういう重量の

ものを運んだかといったものも記録できるような

試行を行っているところでございます。 

 

 こういった重量を計測することが可能になった

ことから、このような表をつくることができます。

例えばこれはあるところで２つの橋台の比較をし

たものですけれども、例えば鉄筋ですと、積算上

の重量と実際にクレーンが運んだ重量、こういっ

たものの比較ができますし、Ａ１橋台とＡ２橋台、

こういったものを運んだ量の比較ももちろんでき

ますし、運んだ量と日時が分かれば、この２つの

橋台の生産性といったものの比較ができると考え 

てございます。 

 このグラフが生産性を試算してみたものでござ

いまして、労働投入量が横軸、縦軸が生産量にな

ってございます。先ほどのようなデジタルデータ

を活用することによりまして、労働投入量と生産

量、これは運んだ量で今回は表示しておりますけ

れども、こういったものでグラフができますので、

例えば今回の場合でいきますと、Ａ１橋台よりも

Ａ２橋台のほうが効率よく生産活動ができていた

ことが分かる、こういったグラフがつくれるわけ

でございます。 

 このように、今まではデジタルデータを建設現場で使うといったことは、ＩＣＴ建機についてはあ

りましたけれども、人が多い施工の場ではあまり用いられておりませんでしたが、現在使えるセンサ

ー等を利用いたしまして、デジタルデータの活用を進めているところでございます。 
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 インフラ・データプラットフォームの構築でご

ざいます。こちらにつきましては、既に取組を進

めておりまして、現在プロトタイプの公表なども

行っているものでございます。こちらにつきまし

ては、インフラに関する情報、それから、インフ

ラとは直接関係ない情報も、例えば位置情報など

によってひもづけを行うことによりまして、一括

してそのデータを扱うことが可能となりまして、

業務の効率化とか施策の高度化といったものを目

指しているものでございます。 

 この図は、上のほうが建設の施工の状況を表しておりまして、それと、地盤データとか基盤地図を

位置情報で結びつけるといったことを示しております。 

 このインフラ・データプラットフォームに活用

できる技術として、今実施しているものを御紹介

したいと思います。 

 まず、１つ目がメタデータの自動作成技術の開

発でございます。こちらにつきましては、国土交

通省で収められております成果品のデータ、これ

は電子データで今収められておりますけれども、

こういったものを今後利用していく場合に、例え

ば検索なども非常にやりにくいといった状況がご

ざいますので、メタデータと呼ばれます検索に便利なインデックスといったものを抽出する、そうい

った技術の開発をいろいろな方々の御協力を得ながら進めているところでございまして、こういった

ものができますと、より便利にこういったデータの活用が可能になるのではないかと期待をしており

ます。 

 こちらは二次元のＣＡＤデータから三次元モデ

ルをつくる技術の開発でございます。こちらにつ

きましても様々な方々の御協力をいただきながら

技術開発を進めているところでございます。こう

いった技術ができますと、例えばインフラ・デー

タプラットフォームですと、表示が難しかった二

次元のＣＡＤデータも三次元モデルとしてインフ

ラ・データプラットフォーム上で表示することが

可能となりますし、ほかの場面でもこういった三 

次元モデルを活用することにも役立つものかなと 

考えております。 
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 国土交通データプラットフォームでは、地盤デ

ータあるいはインフラのデータなどと連携してお

りまして、こういった連携するデータを今後も拡

大していこうということで考えているところでご

ざいます。こういった研究につきましては引き続

き行っていきたいと考えております。 

 このように、デジタルデータの取得につきまし

て、現場での取得、それから、そこで取得したデ

ータの活用、その新モデルもより活用していただ

くためのＤＸデータセンター、そして、データを横断的に活用するためのインフラ・データプラット

フォームといったものを我々としては今研究しておりまして、こういったものの研究の進捗によりま

して、より生産性の高い建設事業が進むといったことを期待しているところでございます。 

 私からの発表は以上でございます。御清聴ありがとうございました。 

 

 

 

―了― 
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国総研講演会オンライン
開催

2021年 １月１８日（月） ９：００～　視聴無料・登録不要
～ 各研究部から最新の研究動向・成果をご紹介 ～

│視│聴│方│法│
国総研ホームページ内　令和２年度国総研講演会特設サイト
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/koen2020.html
２０２１年１月１８日（月） ９時～ オンデマンド配信
登録不要でご都合のよい時間に何度でもご覧いただけます。
※インターネット環境が必要です。
※ご利用にかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

国総研講演会アーカイブ
過去の講演内容をこちらからご覧いただけます。
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/index.html

国総研技術相談窓口
市町村、都道府県等からの技術的なご相談に対応します。
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/tec-soudan/index.htm

国総研メルマガ
研究成果等に関するタイムリーな情報や国総研が貢献できる技術支援情報などをお届けします。
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/mailmag/index.html

お問い合わせ
国土交通省国土技術政策総合研究所企画部企画課
E-mail：nil-kouenkai2020@mlit.go.jp

土木学会認定
ＣＰＤプログラム

令和２年度

国土交通省国土技術政策総合研究所（国総研）は、住宅・社会資本分野における唯一の国の研究機関
として、技術を原動力に、現在そして将来にわたって安全・安心で活力と魅力ある国土と社会の実現を
目指しています。20回目の開催となる今年度の国総研講演会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、国総研ホームページ上でのオンライン開催とすることといたしました。国総研の研究動向や研究
成果を広くみなさまに知っていただくため、多くのご視聴をお待ち申し上げております。



N I L I M

令和２年度国総研講演会　プログラム
令和3年1月18日（月）からオンデマンド配信

下水道分野の革新的技術実証「B-DASHプロジェクト」の10年　―その成果と国総研の果たした役割
本プロジェクトで本プロジェクトで本プロジェクトでは、過は、過去1010年間に45技術が採択され、産学官の連携による研究開発・実用化の加速や、トップランナー技術として施
設性能を底上げするなどの成果を挙げてきた。講演ではこれらの成果と国総研の果たした役割等について紹介する。設性能を底上げするなどの成果を挙げてきた。講演ではこれらの成果と国総研の果たした役割等について紹介する。設性能を底上げするなどの成果を挙げてきた。講演ではこれらの成果と国総研の果たした役割等について紹介する。設性能を底上げするなどの成果を挙げてきた。講演ではこれらの成果と国総研の果たした役割等について紹介する。設性能を底上げするなどの成果を挙げてきた。講演ではこれらの成果と国総研の果たした役割等について紹介する。設性能を底上げするなどの成果を挙げてきた。講演ではこれらの成果と国総研の果たした役割等について紹介する。設性能を底上げするなどの成果を挙げてきた。講演ではこれらの成果と国総研の果たした役割等について紹介する。

岡本 誠一郎　／　下水道研究部長　

流域治水に資する研究開発　～河川研究部の最近の研究より～
気候変動の影響や社会状況の変化を踏ま気候変動の影響や社会状況の変化を踏ま気候変動の影響や社会状況の変化を踏ま気候変動の影響や社会状況の変化を踏ま気候変動の影響や社会状況の変化を踏ま気候変動の影響や社会状況の変化を踏ま気候変動の影響や社会状況の変化を踏まえ、気候変動を考慮した治水計画とし、これまでの施設による治水を推進するとともに、河川
流域のあらゆる関係者が協同で流域全体に流域のあらゆる関係者が協同で流域全体に流域のあらゆる関係者が協同で流域全体に流域のあらゆる関係者が協同で流域全体に流域のあらゆる関係者が協同で流域全体に流域のあらゆる関係者が協同で流域全体に流域のあらゆる関係者が協同で流域全体にて行う治水対策を進める状況となってきている。河川研究部では、河川・海岸工学の分野に
おける気候変動適応気候変動適応気候変動適応気候変動適応気候変動適応策に関策に関わるる研究を進めてきており、これらは「流域治水」の推進にも役立つものと考えられる。今回の講演においては、
河川研究部の最近の研究活動から、流域治水に資する研究開発の概要を紹介するものである。河川研究部の最近の研究活動から、流域治水に資する研究開発の概要を紹介するものである。河川研究部の最近の研究活動から、流域治水に資する研究開発の概要を紹介するものである。河川研究部の最近の研究活動から、流域治水に資する研究開発の概要を紹介するものである。河川研究部の最近の研究活動から、流域治水に資する研究開発の概要を紹介するものである。河川研究部の最近の研究活動から、流域治水に資する研究開発の概要を紹介するものである。河川研究部の最近の研究活動から、流域治水に資する研究開発の概要を紹介するものである。

佐々木 隆　／　河川研究部長

土砂災害分野における災害時の技術支援と最新の研究
今年度発生今年度発生したた土砂災土砂災土砂災害の害の概要と要と技術支援等の状況について報告するとともに、土砂災害研究部の最新の研究である、「土砂・洪水氾濫」、
「土砂災害危険度評価システム」「土砂災害危険度評価システム」「土砂災害危険度評価システム」「土砂災害危険度評価システム」「土砂災害危険度評価システム」「土砂災害危険度評価システム」「土砂災害危険度評価システム」、「衛星リモートセンシング」の研究概要について紹介する。

長井 隆幸　／　土砂災害研究部長

路車協調ITSによる自動運転の実現に向けた取組み
国総研で国総研では、道路からの情報提供道路からの情報提供道路からの情報提供道路からの情報提供道路からの情報提供を通じた自動運転の実現に向けて研究を行っている。本講演では、高速道路での合流支援情報提供シ
ステムの構築に向けた研究を中心に、自動運転の実現に向けた取組みについて紹介する。ステムの構築に向けた研究を中心に、自動運転の実現に向けた取組みについて紹介する。ステムの構築に向けた研究を中心に、自動運転の実現に向けた取組みについて紹介する。ステムの構築に向けた研究を中心に、自動運転の実現に向けた取組みについて紹介する。ステムの構築に向けた研究を中心に、自動運転の実現に向けた取組みについて紹介する。ステムの構築に向けた研究を中心に、自動運転の実現に向けた取組みについて紹介する。ステムの構築に向けた研究を中心に、自動運転の実現に向けた取組みについて紹介する。

高宮 進　／　道路交通研究部長

道路構造物の悩みごと相談承ります　― 老朽化・被災時の地方自治体支援 ―
道路構造物の法定点検が一巡道路構造物の法定点検が一巡道路構造物の法定点検が一巡道路構造物の法定点検が一巡道路構造物の法定点検が一巡道路構造物の法定点検が一巡し、二巡目の点二巡目の点検で新たに見えてきた課題と国総研の役割（地方自治体支援）について講演する。また近
年の自然災害による道路構造物の被害調査結果について令和2年7月豪雨の事例を交えて紹介する。年の自然災害による道路構造物の被害調査結果について令和2年7月豪雨の事例を交えて紹介する。年の自然災害による道路構造物の被害調査結果について令和2年7月豪雨の事例を交えて紹介する。年の自然災害による道路構造物の被害調査結果について令和2年7月豪雨の事例を交えて紹介する。年の自然災害による道路構造物の被害調査結果について令和2年7月豪雨の事例を交えて紹介する。年の自然災害による道路構造物の被害調査結果について令和2年7月豪雨の事例を交えて紹介する。年の自然災害による道路構造物の被害調査結果について令和2年7月豪雨の事例を交えて紹介する。

福田 敬大　／　道路構造物研究部長

近年の台風被害を踏まえた建築物の屋根ふき材、小屋組、フロントサッシの耐風対策
平成30年台風年台風第212121号や令和元年台風号や令和元年台風第1515号（房総半島台風）が、建築物の屋根ふき材、小屋組、フロントサッシに及ぼした甚大な強
風被害と、それを踏まえた耐風対策の考え方、およびその検討状況について紹介する。風被害と、それを踏まえた耐風対策の考え方、およびその検討状況について紹介する。風被害と、それを踏まえた耐風対策の考え方、およびその検討状況について紹介する。風被害と、それを踏まえた耐風対策の考え方、およびその検討状況について紹介する。風被害と、それを踏まえた耐風対策の考え方、およびその検討状況について紹介する。風被害と、それを踏まえた耐風対策の考え方、およびその検討状況について紹介する。

福山 洋　／　建築研究部長

住宅・建築物のエネルギー消費性能の向上を目指した研究の動向
住宅・宅・建築物の省エネ化をいっそう促進するために建築物の省エネ化をいっそう促進するために建築物の省エネ化をいっそう促進するために建築物の省エネ化をいっそう促進するために建築物の省エネ化をいっそう促進するためには、設備設計とファサード（外壁・窓等の外皮）設計のバランスが重要となる。空
調設備や照明設備等の負荷削減に効果的なファサードの設計法を中心調設備や照明設備等の負荷削減に効果的なファサードの設計法を中心調設備や照明設備等の負荷削減に効果的なファサードの設計法を中心調設備や照明設備等の負荷削減に効果的なファサードの設計法を中心調設備や照明設備等の負荷削減に効果的なファサードの設計法を中心調設備や照明設備等の負荷削減に効果的なファサードの設計法を中心に、住宅・建築物のエネルギー消費性能の向上を目指した研究の
動向について紹介する。動向について紹介する。動向について紹介する。動向について紹介する。

長谷川 洋　／　住宅研究部長

都市政策立案のスマート化のための研究
AIを用いた緑視率調査緑視率調査緑視率調査、センシング技術にによる人流計測、ツイートト分析による暑熱環境の把握、市街地火災時の道路の通行可能性シミュ
レーション等、ICTレーション等、ICTレーション等、ICTの活用により都市政策のエビデンスを取得・提示する方策の研究について紹介する。の活用により都市政策のエビデンスを取得・提示する方策の研究について紹介する。の活用により都市政策のエビデンスを取得・提示する方策の研究について紹介する。

芭蕉宮 総一郎　／　都市研究部長

沿岸海洋・防災研究部の研究動向について
沿岸海洋・防災研究部において防災研究部において防災研究部においては、頻発化・激甚化する高潮高波災害激甚化する高潮高波災害への対の対策、策、気候変動下における海域環境の保全・再生、人口減少
社会下における臨海部の空間再編等の課題に取り組んでいる。その一端について概要を紹介する。社会下における臨海部の空間再編等の課題に取り組んでいる。その一端について概要を紹介する。社会下における臨海部の空間再編等の課題に取り組んでいる。その一端について概要を紹介する。社会下における臨海部の空間再編等の課題に取り組んでいる。その一端について概要を紹介する。社会下における臨海部の空間再編等の課題に取り組んでいる。その一端について概要を紹介する。

上島 顕司　／　沿岸海洋・防災研究部長

港湾分野におけるＩＣＴ進展・ＤＸに関わる研究動向
港湾分野においても、ICT進展への対応や新型コロナ禍の影響もあ進展への対応や新型コロナ禍の影響もありDXの推進が喫緊の課題となっていの推進が喫緊の課題となっている。講演では、船舶の動静に関
わるAISデータを用いた研究、港湾データを用いた研究、港湾データを用いた研究、港湾ICT施工に関わる研究の動向について紹介する。施工に関わる研究の動向について紹介する。

渡部 富博　／　港湾研究部長

空港業務支援車両の自動化・省力化に関する研究
今後の生産年齢人口減生産年齢人口減生産年齢人口減少の中、空港の旅客受け入れ環境の維維持・確保が課題であり、空港運用に関わわる人材不足・働き方改革を見据え、
空港業務支援車両・除雪車両等の自動化・省力化の導入に向けた研究の状況について紹介する。空港業務支援車両・除雪車両等の自動化・省力化の導入に向けた研究の状況について紹介する。空港業務支援車両・除雪車両等の自動化・省力化の導入に向けた研究の状況について紹介する。空港業務支援車両・除雪車両等の自動化・省力化の導入に向けた研究の状況について紹介する。

髙野 誠紀　／　空港研究部長髙野 誠紀　／　空港研究部長

社会資本マネジメントにおけるデジタルデータの活用
インフラ分野においてにおいてにおいて、DX（デジタルトランスフォーメーション））の取組が進が進が められている。その取組の基盤となるデジタルデータとなるデジタルデータに関して、
ＢＩＭ／ＣＩＭの推進、建設現場でのデータ取得、インフラデータプラットフォームなどの取組を紹介する。ＢＩＭ／ＣＩＭの推進、建設現場でのデータ取得、インフラデータプラットフォームなどの取組を紹介する。ＢＩＭ／ＣＩＭの推進、建設現場でのデータ取得、インフラデータプラットフォームなどの取組を紹介する。ＢＩＭ／ＣＩＭの推進、建設現場でのデータ取得、インフラデータプラットフォームなどの取組を紹介する。

清水 晃　／　社会資本マネジメント研究センター長清水 晃　／　社会資本マネジメント研究センター長



過去の講演資料及び過去の講演集 

 

 

■国土技術政策総合研究所（開催報告） 

 国総研講演会の講演資料を掲載しています。 
 http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/index.html 
 
 
■国総研資料 

 ・令和元年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1106.htm 
 ・平成 30 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1055.htm 
 ・平成 29 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1008.htm 
 ・平成 28 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0982.htm 
 ・平成 27 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0948.htm 
 ・平成 26 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0826.htm 
 ・平成 25 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0759.htm 
 ・平成 24 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0699.htm 
 ・平成 23 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0655.htm 
 ・平成 22 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0614.htm 
 ・平成 21 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0546.htm 
 ・平成 20 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0482.htm 
 

 ・平成 19 年度以前の資料は以下のリンクより確認できます。 

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

-119-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土技術政策総合研究所資料 

TECHNICAL NOTE of ＮＩＬＩＭ 

No．1148    March  2021 
編集・発行 ©国土技術政策総合研究所 

 

本資料の転載・複写の問い合わせは 

〒305-0804 茨城県つくば市旭 1 番地 

企画部研究評価・推進課 TEL 029-864-2675 
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