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概要

本資料は、「平成25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。
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Synopsis

This report summarizes the Lecture Meeting of NILIM held in 2013.
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講演者及び演題 

 

特別講演 

   

未来の子供たちのための克災 

名古屋大学減災連携研究センター センター長・教授 

福和 伸夫 

 

 

＜プロフィール＞ 

名古屋大学大学院修了後、民間建設会社で耐震研究に従事した後、名古屋大学に異動。 

建築耐震工学、地震工学に関わる教育・研究に携わる傍ら、府省や自治体の防災関係委員、防災

教材作り、地域での減災活動に従事。 

日本建築学会賞、文部科学大臣表彰科学技術賞、日本建築学会教育賞、地域安全学会技術賞、グ

ッドデザイン賞などを受賞。 

 

 

一般講演 

 

沿岸域の津波に対する耐性を高めるための研究 

 

沿岸海洋・防災研究部長 鈴木 武 

 

 南海トラフでの大規模な地震による津波の規模や被害の予測が中央防災会議から報告され、津波

に対する耐性をどのように高めていくかについて社会の関心が高まるとともに、国土交通省も取り

組みを強化している。津波対策においては、被害の発生を抑える施設による防御、人命確保のため

の避難の実行と実効の確保が重要である｡それらを技術面から支えるために沿岸海洋・防災研究部

で取り組んでいる研究の状況を紹介する。 

 

 

 大規模水害対策における予測技術の役割 

                               

河川研究部長 鳥居 謙一 

 

東日本大震災は、防災施設の規模を超過する自然災害への備え（減災）の重要性を提示した。近

年国内では豪雨災害が頻発しており、またハリケーンサンディーによるニューヨークの高潮災害が

発生しており、大規模水害が発生を想定した検討と準備が緊急の課題である。 

本講演では、大規模水害への対応を高度化するための技術的課題のうち降雨観測・予測技術や洪

水予測技術について現状をレビューするとともに、大規模水害対策における予測技術の役割を論じ

るものである。
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下水管ストックマネジメントの最新動向 

 

下水道研究部長  髙島 英二郎 

 

下水管の累計延長は、地球11周強に相当する45万kmに達している。下水管は地下に埋設され

ているため、TV カメラ車等を使った調査が行われているが、今後老朽管が急増していくことを踏

まえ、さらに効率的な調査方法の開発が重要である。このため、管路マネジメントシステムについ

ても下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）が進められている。これらの最新情報を

盛り込みながら、下水管ストックマネジメントの展望をお示ししたい。 

 

 

港湾施設のライフサイクル関連技術の動向 

 

港湾研究部長  小泉 哲也 

 

本年 6 月の港湾法一部改正により技術基準対象施設の定期点検の方法等を省令で規定すること

とされる等、高齢化する港湾資産の増大への対応が一層重要課題となっており、関連する港湾施設

の点検診断・補修等対策技術に関する研究、ライフサイクルコスト(LCC)縮減の研究、消波ブロッ

ク被覆堤の期待補修費を考慮した維持管理手法に関する研究など、港湾施設の維持管理の技術のあ

り方・今後の課題等について港湾政策との関連を踏まえつつ紹介する。 

 

 

ITSによる革新的な道路交通マネジメントの潮流 

 

高度情報化研究センター長  塚田 幸広 

 

 アジア・ダイナミズム、人口減少、東日本大震災の教訓から「大都市・地方ブロック都市」と「地

方圏」の連携による国土づくりとそれを支える道路ネットワーク強化や既存の高速道路・一般道の

シームレス化による渋滞緩和等の効果的な交通マネジメントが重要となってきている。一方、欧米

では、道路財政を目的とした道路課金の運用、試行が積極的に展開されている。これらの道路交通

マネジメントには、ITS技術を活用することが不可欠である。本講演では、道路交通情報、交通コ

ントロールや道路課金等国内外の ITS を活用した革新的な道路交通マネジメントの潮流と将来に

ついて論じる。 

 

 

建築分野における基準整備等への取り組み 

 

建築研究部長  向井 昭義 

 

構造、防火、環境等の建築分野において、建築研究部が取り組んでいる技術基準整備のための研

究課題や、建築基準整備促進事業等における技術基準の課題等について概説する。特に、東日本大

震災対応の建築物の天井脱落対策に係る技術基準や木造３階建て学校等の防火基準の検討につい

て最新の取り組み状況を紹介する。



東日本大震災における住宅分野の取組みと今後の課題 

 

住宅研究部長  水谷 明大 

 

東日本大震災からやがて３年になろうとしているが、未だに多数の被災者の方々が応急仮設住宅

などへの避難生活を強いられ、一日も早い恒久的な居住の確保が課題である。国総研住宅研究部と

しては、発災直後から現在に至るまで関係機関、地元自治体などと連携し被災者の居住の安定に向

けた支援を行うとともに調査研究を推進してきた。これまでの取組みを概括するとともに今後の課

題を考える。 

 

 

日本の技術の国際展開（道路分野の例） 

 

企画部国際研究推進室長 曽根 真理 

 

国総研においては、その使命である「住宅・社会資本整備に関する技術指導」に基づき、国際研

究活動においても「技術支援・展開」を行っている。現在、インド・インドネシア・ベトナム・ミ

ャンマーにおいて重点的に研究連携を進めている。これらの国々に効率的・効果的に日本の経験を

活かして技術支援を行うため、「各国が必要とする技術、日本が技術協力すべき分野は何か」につ

いて、日本の道路技術の流れの中で各国がどの段階にいるのかを分析し、考察する。 

 

 

表層崩壊の予測精度向上に向けて 

危機管理技術研究センター砂防研究室 

主任研究官 内田 太郎 

 

表層崩壊は、土砂災害を引き起こす現象のなかでも発生件数が多く、深刻な被害を引きこすため、

様々な発生予測手法が提案されてきた。特に、数値計算による手法は近年、コンピュータ能力の向

上などにより急速に進歩してきた。しかし、計算に入力する場の条件の把握・計測には依然として

多大な労力が必要である。そこで、本講演では、場の条件の調査・設定手法が表層崩壊の発生予測

精度に及ぼす影響を考察し、表層崩壊の予測精度向上のために必要な調査について提案する。 

 

 

水素エネルギーによる建築・住宅の低炭素化 

建築研究部環境・設備基準研究室長 足永 靖信 

 

 

国土交通省総合技術開発プロジェクト「低炭素・水素エネルギー活用社会に向けた都市システ

ム技術の開発」（平成21～24年度）では、エネルギー消費時に二酸化炭素が発生しない水素に着

目し、現状に比して二酸化炭素排出量50%削減を可能とする都市システムの構築を目的として、

水素配管を敷設した建物等空間の安全性の検討、燃料電池等による建物の低炭素化技術、低炭素

都市評価技術の開発に取り組んだ。これらの研究成果を紹介するとともに水素システムを建物に

導入する際の留意点について述べる。 
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沿岸域の津波に対する耐性を高めるための研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸海洋・防災研究部長 

鈴木 武 

 

 



 
 



沿岸域の津波に対する耐性を高めるための研究 

沿岸海洋・防災研究部長  鈴木 武  

  

１． はじめに 

 

内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル研究会」は発生しうる 大クラスの

地震・津波（南海トラフでの巨大地震）の規模や強度を推計し（例えば，図-1.1），平成 24

年 8 月に発表した．その中で津波について， 大津波高 34m，20m の津波で到達時間は 7

～20 分，浸水面積は 大 10 万 ha と推計した．また中央防災会議はそれらの推計結果を基

にそれらによる被害額を推計（平成 25 年 3 月）し，資産等への被害を 97.6～169.5 兆円，

経済活動への影響を 35.1～50.8 兆円とした．それらを踏まえて中央防災会議は「南海トラ

フ巨大地震対策について（ 終報告）」を平成 25 年 5 月にとりまとめ，その中で津波につ

いての基本的な考え方を「津波対策の目標は津波から「命を守る」ことであり，海岸保全

施設等の整備・維持を前提として，住民等の避難を軸に，情報伝達体制，避難場所，避難

施設，避難路を整備するとともに， も重要なことは，一人ひとりが主体的に迅速に適切

に避難することであり，防災教育，避難訓練，災害時要援護者支援等の総合的な対策を推

進する必要がある．」などと整理した．また，海岸保全施設等の整備については「海岸堤防

等については，海岸管理者が設定する「発生頻度は比較的高く，津波高は低いものの大き

な被害をもたらす津波」を基本として，環境保全や費用対効果等を考慮しつつその整備が

行われるものである．」，「 新の知見に基づいたレベル１の津波に対応できるよう，海岸堤

防等について計画を見直し，必要に応じて海岸堤防等の整備を行う必要がある．」などとし

た．平成 23 年 3 月に東北地方太平洋沖地震津波（以下、東日本大震災）による大規模な被

害を経験した日本社会は，中央防災会議の 終報告を重く受け止め，沿岸域における津波

に対する耐性をどのように高めていくかについて関心を寄せている． 

 中央防災会議の 終報告を受け，国土交通省も南海トラフ巨大地震に対する取り組みを

強化し，「国土交通省南海トラフ巨大地震対

策計画中間とりまとめ」を平成 25 年 8 月に

公表した．その中間とりまとめは「南海ト

ラフ巨大地震による国家的な危機に備える

べく，広域的見地や現地の現実感を重視し

ながら，国土交通省の総力を挙げて取り組

むべきリアリティのある対策」をまとめた

ものである．中間とりまとめをまとめるに

あたり国土交通省は「駿河湾沿岸や紀伊半

島沿岸等のようなトラフ軸近傍では地震発

生の数分後には 5m を超える津波が襲来す

る．関東から九州の太平洋沿岸にかけて広

図-1.1 南海トラフ巨大地震による 

津波高の例 1) 
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範囲にわたる沿岸域に巨大な津波が来襲し，地域によっては 30m を超える巨大な津波が来

襲する．」ことを前提においた． 

 中央防災会議の 終報告にもあるように，津波への備えは，被害の発生を抑える施設に

よる防御を一定水準までしっかり行うことと，人命を守るための避難の実行と実効を確保

することが重要である．それらを技術面から支えるために沿岸海洋・防災研究部で取り組

んでいる①胸壁の耐津波性能の向上のための調査分析，②船舶の被害を軽減するための調

査分析，③海洋レーダーによる津波計測のための研究，④津波避難シミュレーションの研

究について研究の内容を紹介する． 

 

 

２． 東日本大震災における胸壁の被災の特徴 

 

２．１  東日本大震災による胸壁の被災 

 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は，2 万人近くの死者・行方不明者が出る

甚大な被害をもたらした．とくに地震によって引き起こされた津波は，すさまじい破壊力

をもって沿岸に押し寄せた．今回の震災による死者の 9 割は水死であったと言われており，

津波に対する沿岸で暮らし活動する人々の安全を確保することが重要な課題となっている． 

 堤防，護岸，胸壁等の海岸保全施設の多くが津波により被災した．その原因は，堤体に

作用する海水の大きな水平力に加えて，天端を越流した津波が堤体背後で強い流れとなり

背後地盤を洗掘したり，引き波時の強い戻り流れが作用したりすることにより，堤体の安

定性を低下させたことにあると考えられている（写真-2.1 及び図-2.1～2.2）．これまでの設

計では堤体天端の越流を許していないため，設計の考え方を修正する必要が生じた． 

 

 

 

 これに対して中央防災会議の「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関

する専門調査会」は平成 23 年 9 月 29 日に報告 3)を公表し，今後は比較的頻度の高い一定

  

 (a) 堤体が陸側に倒壊した事例 (b) 海側が洗掘された事例 

 （大船渡港海岸茶屋前地区） （釜石港海岸須賀地区） 

写真-2.1 東日本大震災により被災した海岸保全施設（胸壁）2) 
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程度の津波に対して海岸保全施設等を整備していくこと，そして設計対象の津波高を超え

た場合でも施設の効果が粘り強く発揮できるような構造物の技術開発を進め，整備してい

くことを求めた． 

 

 

 専門調査会の報告を踏まえて，海岸 4 省庁は「海岸における津波対策検討委員会」の提

言として，平成 23 年 11 月に「平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波により被災した海

岸堤防等の復旧に関する基本的な考え方」4)を公表し，一般海岸で代表的な構造形式であ

る海岸堤防等について「粘り強い構造」の考え方を示した． 

 港湾や漁港では，海岸線に様々な施設が存在し，利用の面から海岸線直近に堤防，護岸

等を設置することが困難な場合が多いため，胸壁を設置することが多い（図-2.2）．しかし

胸壁については被災やその対策についての知見が十分に得られておらず，胸壁に関する被

災情報を収集し，整理するとともに，それらを踏まえた効果的な対策を検討することが求

められている． 

 

 

 

図-2.1 胸壁の被災メカニズム 3) 

 

図-2.2 胸壁の概要 
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２．２  胸壁の被災の特徴とその要因 

 東日本大震災により被災した胸壁について，被

災の特徴とその要因を整理した 5)．調査の対象は，

岩手県，宮城県の胸壁が設置されている港湾（岩

手県 4 港，宮城県 4 港）および漁港（岩手県 30

港，宮城県 29 港）に設置されている海岸保全施設

である．港湾における胸壁の被災事例が少なかっ

たため，漁港の被災事例を加えている．分析には

自治体等が実施した被災状況調査のデータを収集

して用いた．対象とした海岸保全施設の延長の合

計は 37.9km である． 

 まず胸壁の被災パターン別に施設延長の割合を

示す（図-2.3）．被災ありとされた施設延長の割合

は約 1/4（24.9%）であり，大規模な被災（＝移動及び転倒）に限ると 1 割以下（9.1%）で

ある．これは，胸壁は延長が数百 m から数 km の規模があり，コンクリート構造の堤体で

あるため，1 箇所の堤体が移動・転倒した場合に周辺に与える影響が，盛土構造の堤防と

比べて限定的であるためと考えられる． 

 被災状況の平面的な分布（図-2.4）を見ると，胸壁の延長の一部分，構造的に弱い部分

や防波堤の開口部，胸壁の隅角部など津波高さが増大する箇所で被災していることがわか

る．堤体の移動・転倒により開口した部分に向かって流れが集中するため，堤体に沿って

周辺の地盤に激しい洗掘の跡がみられている．このため，周辺施設への被災の拡大を防ぐ

ためには洗掘対策が重要と考えられる． 

 
 

 

図-2.4 被災状況の平面的な分布（山田漁港）

 

図-2.3 被災パターン別の 

施設延長の割合 

移動

2.7%

転倒

6.4%
洗掘

6.6%

沈下

5.4%

クラック

3.9%

被災なし

75.0%
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２．３  胸壁の構造条件が被災に与える影響 

 被災拡大の要因と考えられる洗掘は，堤体の天端を越える流れが堤体背後の地盤に打ち

付けられることにより発生する．図-2.5 は比高と越流水深の変化に対する被災の発生状況

を示している．比高は｛（越流水深）+（比高）｝で無次元化し，越流が地盤に落下する高

さを表している．比高が大きくなると，越流水深が小さな場合でも被災しており，越流の

高さが大きくなることにより洗掘等が発生しやすくなっていると考えられる． 

 図-2.6 は海岸線からの距離と浸水深の関係を示している．浸水深は各施設に入射した津

波痕跡高さの 大値を表している．海岸線からの距離による被災傾向の差違は認められな

い．国土交通省住宅局 6)は津波による建築物の被災事例を分析し，堤防や前面の建物等に

よる軽減効果が見込まれる場合のうち海岸等からの距離が離れている場合（500m 以遠） 

 

 

 

 

図-2.5 比高と越流水深の関係 5) 

 
図-2.6 海岸線からの距離と浸水深の関係 5),6) 
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は津波荷重が低減できるとしている．調査対象とした胸壁は，沖合に防波堤が設置されて

いるもののそのほとんどは海岸線から 100m 以内にあり，津波波力の低減が期待できない

と考えられる． 

 また，海岸線から 10m 以内に設置された施設では浸水深が小さくても被災する場合があ

り，前面の護岸や岸壁等を通過する際の急激な水深の変化により衝撃的な波力が作用して

いることが考えられる． 

 

２．４  胸壁の構造上の脆弱性・冗長性と粘り強さについて 

 防波堤の耐津波設計ガイドライン 7)は，設計で対象とする津波の水準を超える津波（以

下，設計津波を超える津波と呼ぶ）が来襲する場合であっても，津波の波力や越流等によ

り防波堤の機能が可能な限り損なわれないように付加的に対策を施し，津波に対して倒壊

しにくい「粘り強い構造」を目指すとしている．粘り強い構造を目指すためには，津波が

来襲した場合に堤体のどの分からどのようなメカニズムで破壊するかを把握し，これを構

造上の脆弱性として評価し，対策を行うことが有効である．また，堤体の構造上の冗長性

を把握し，設計津波を超える津波が来襲した際の余裕代とすることも有効である． 

 海岸線に沿って整備される海岸保全施設は延長が長く，一度被災すると復旧に多大な時

間と費用を要する．また，被災調査や維持管理の点検においても多大な労力を求められる

ため，整備・維持管理の効率化が求められている．このため，被災事例にもとづき胸壁の

構造のもつ脆弱性や冗長性を抽出し，復旧や点検調査の効率化に向けた課題について評

価・検討を行うことが重要である． 

 胸壁の構造上の脆弱性の代表例として越流に対する脆弱性があげられ，越流の結果とし

て洗掘による堤体の倒壊が発生している．具体的には，２．１で示したように，設計津波

を超える津波が来襲する場合，胸壁の天端高を超えて流下する越流により背後の地盤が大

きく洗掘し，堤体の転倒に至った事例が見られる．この対策として水たたき部の舗装や堤

体と水たたき部，排水溝の間の間隙をなくすことが考えられる． 

 

 
図-2.7 東北 3 県の各港湾の設計波高 
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 胸壁の構造上の冗長性の代表例として，設計天端高の設定時の冗長性の確保があげられ

る．図-2.7 は，東北 3 県の主要な港湾における今回の津波を受けた海岸堤防の設計天端高

を示す．設計津波は発生頻度の高い津波もしくは既往津波である．石巻港，相馬港，小名

浜港では高潮時の潮位により設計天端高が決まっており，設計津波高との差は 1.7m～4.3m

である．図-2.8 は，各港に設置されている単塊型の胸壁について，設計津波に対する安全

率を試算した値である．設計津波高と設計天端高の差分だけ設計波を超える津波に対する

冗長性が確保される．ただし天端高を高くすると，同じ設計津波高に対して壁体断面が縦

長になるため，転倒に対する脆弱性が増加する． 

 

 

２．５  胸壁の更新及び点検診断，維持補修の効率化 

 胸壁等の海岸保全施設の多くは築造後長い年数を経て老朽化が進行し，維持管理が重要

になっている．日本の投資余力の低下を考慮するならば，海岸保全施設の耐津波性能を高

めていく際に長期的視点に立った計画的な取り組みが重要である． 

 

 

３． 東日本大震災での港内船舶の被害 

 

平成 23 年 3 月の東北地方太平洋沖地震津波によって，プレジャーボート，漁船をはじ

め，従来は津波に対して比較的安全と考えられていた大型船舶にも甚大な被害が生じた．

具体的には，津波による陸上への乗り上げ，引き波による水位低下が原因と考えられる座

礁，また流れによる係留索の破断，沈没等の各形態に代表される被害が生じている．この

ため，各種の文献調査，港湾管理者からの在港船舶に関する情報収集，船舶所有会社等へ

の聞き取り調査などを行い，船舶被害の実態を整理した．また，各港湾に来襲した津波諸

元と船舶被害との関係を調べ，津波に対する港内船舶の安全性に関する目安を把握した． 

 

 
図-2.8 天端高の余裕による安全率の変化 8) 
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３．１  被災船舶の実態調査 

 平成 23年 3月の東北地方太平洋沖地震の発生時

に東北地方及び関東地方太平洋側の主要港湾に在

泊していた大型船舶 120 隻について，津波時にど

のような状態にあったかを調査した．その結果を

図-3.1 に示す．57％の船舶が港外に退避し，残り

の 43％が港内に残った．また船舶の被害状況につ

いて調べたところ，全体の内 60％に被害がなかっ

たものの，座礁や乗り上げ被害など自力での航行

が不可能になった船舶が全体の 20％であった．ま

た港外へ退避した船舶は被害率 12％程度であっ

たが，港内に残ったものは約 80％が何らかの被害にあっていた． 

 

３．２  津波諸元と船舶被害との関係 

 津波高さと船舶被害との関係，

津波到達までの時間と船舶被害

との関係，また船舶係留地点で

の津波高さ，津波流速と船舶被

害との関係についてとりまとめ

た．漁船等の小型船舶について

津波高さと被害との関係を明ら

かにした事例はいくつかあるが，

大型船舶についてそれらを明ら

かにした事例は見当たらない．

とりまとめの結果は，基本的に

津波高さが大きくなるほど津波

による船舶の被害も多く発生し，

津波到達までの時間が長いほど被災船舶が少なくなるという傾向を示していた．20GT 以

上の船舶が係留されていた地点での津波高さと津波流速の計算値を用いて，船舶被害とそ

れらの関係を整理したものを図-3.2 に示す．船舶の係留場所の津波の 大波高が 4m 以上，

大流速が 4m/s 以上の領域で船舶の被害が大きくなっている． 

 

３．３  船舶の状況に関する実態調査 

 津波来襲時に個別の船舶がどのようにして津波に関する情報を入手したか，また何を根

拠として港外退避等の行動に移ったかを，文献調査やヒアリング等によって調べた．その

結果，海上保安庁から提供される国際 VHF を通じて津波情報を入手した船舶がもっとも多

く，ついでテレビから津波情報を入手した船舶が多くなっていた．船舶の港外退避等の行

動は，船長の判断に基づくものが半数以上であり，危険物バースのバースマスターや旅客

図-3.1 津波時の港内船舶の動き 

57%

17%

26%
港外待避

港内待機

港内漂流

図-3.2 津波諸元と船舶被害の関係 
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船の運航管理者など，船長経験のある者の判断が避難した船舶の 80％近くであった． 

 

３．４  今後必要となる津波対策 

 船社等からの聞き取りを行い，船社等が今後必要と考えていた津波対策を把握した．ハ

ード対策としては，防波堤の耐津波化，荷役機械の停電に対処するための非常用電源の設

置，船舶の乗員乗客のため避難施設の整備があげられていた．またソフト対策としては，

津波対応に不慣れな外国人船員の意識向上，災害経験を伝承するための教材の整備などが

あげられていた． 

 それらの対策を今後順次実施していけば，荷役機械が船舶に引きずられて被害に遭うと

いった事態を回避することにつながるほか，船舶の港外への早期避難の増加などが期待さ

れる．それらの結果，船舶の安全性が向上して津波による港湾活動の停滞が抑えられ，港

湾や関連地域での経済被害が軽減されることにつながると考えられる． 

 

 

４． 海洋レーダーによる津波の計測 

 

 東北地方太平洋沖地震によって発生した津波による流速場を日本，米国およびチリ・ド

イツの研究グループが海洋レーダーを使ってとらえることに成功した 9), 10), 11)．これにより

Barrick (1979）12)以降，多くの研究者によって理論的・数値的に検討されてきた海洋レーダ

ーによる津波検知の可能性 13)が実証された．Hinata ら(2011)9)は，和歌山市湊地区に設置さ

れた短波海洋レーダーの視線方向流速の解析から，津波第 1 波から第 3 波までは進行波と

しての性格が強いこと，それ以降は水道内に副振動が発達していたことを明らかにした．

日向ら(2012)11)は，和歌山市雑賀崎に設置されているもう 1 局の視線方向流速も併せて解

析することにより，進行波と副振動により駆動された流速場の空間構造について調べた．

また，実際の津波計測から明らかになった津波・副振動計測に関する本海洋レーダーシス

テムの現時点での技術的課題についても報告した． 

 ここでは，それらの結果を紹介するとともに，レーダーを津波減災に活用するための技

術的課題について述べる． 

 
図-4.1 レーダー配置（右）と視線方向流速（ビーム 06）の時間変化（左） 
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４．１  短波海洋レーダー観測 

 近畿地方整備局が和歌山市雑賀崎と湊地区に常設している短波海洋レーダーによって取

得されたデータを解析に用いた（図-4.1）．各レーダー局は，1 本の送信アンテナと 8 本の

受信アンテナから構成されており，各アンテナは 3 エレメント八木アンテナである．中心

周波数は 24.515MHz であり，0.5 秒の間に 24.465MHz から 24.565MHz まで周波数を掃引す

る．レーダー形式は送信と受信を交互に繰り返す送受切替型 FMCW（FMICW）である．

レーダー前面±45の海域の表層流速を距離分解能 1.5km，方位分解能 7.5で計測する． 

 潮流や吹送流を対象とした通常観測では，30 分から 1 時間毎に 512 秒間電波を送受信し

表層流速を計算する（観測周期 30/60 分，サンプリング 8.5 分間）．具体的には 128 秒間デ

ータを 1/2 区間オーバラップした 7 回分のドップラスペクトルをスタッキングし視線方向

流速を計算している．今回の津波観測では 3 月 11 日 17:00 から 3 月 14 日 0:00 までの間，

観測周期 15 分，サンプリング 10 分間の観測モードで計測を実施した．2 回分のドップラ

スペクトルをスタッキングし，1 分間隔で視線方向流速を計算した．通常モードからの切

替は電話回線を使用して行った．ただし，この間，雑賀崎局は頻繁に欠測が発生したため，

3 月 11 日 17:00 から 22:38 までの観測結果を解析した．観測時間が短くなることによって

SN 比が低下し視線方向観測距離は通常観測時の 50km 程度から 30km 程度へと小さくなっ

た．後述するように短時間観測による SN 比の低下は今後“津波レーダー”を開発する上

での技術的ポイントの一つである．解析には，調和解析によって潮流成分を除去したデー

タを使用し，データ回収および視線方向流速計算を含む全てのデータ解析はオフラインで

行っている． 

 

４．２  短波海洋レーダー観測結果 

 図-4.1 は湊局の中心ビーム上で計測された視線方向流速のうち 10-200 分の周期帯を用い

て作成した時間－距離ダイヤグラムである．また，レーダーから 12km と 24km 地点での

視線方向流速を抜き出しその下に時系列として示してある．モード切り替え後， 初の 2

時間で 3 回の明確な押し波と 2 回の引き波が沖合から伝搬していることが分かる．押し波

の伝搬の様子（コンターラインの傾き）から津波の伝搬速度を見積もると約 23m/s となる．

視線方向沿いの平均水深が約 50m であるからこの伝搬速度は(gh)1/2 にほぼ等しい値である．

津波は線形長波の波速で水道内を沖合から岸に向かって概ねビーム 6 に沿って伝搬したも

のと考えられる．進行波としての津波は第 3 波以降急激に減衰する．その後，20:00 頃か

ら 23:00 頃にかけて流速は一見複雑な変動パターンを示す．しかしながら，12km 地点と

24km 地点の時系列を見ると岸近くと沖合の流速が互いに逆位相の形で変動していること

に気づく．この変動は水道内に発達した高次の副振動によるものであり，振動の周期は 30

－40 分である．この間，ここでは示さないが和歌山県の海南では約 130cm の 大波を 21:30

頃に記録している．そして，23:00 以降から翌朝にかけては岸近くから沖合まで流速変動

の位相が揃う形となる．雑賀崎局の欠測によってこの間の流速ベクトルを求めることは出

来ないが，おそらくより低次の副振動によってビーム 6 沿いに一様な流速振動が発達した

のではないかと考えられる．このように，津波到達から 12 時間程度の間に発生した水道内
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の流速変動は 3 つのステージに分類できる．続いて海洋レーダーで観測された進行波およ

び高次の副振動による流速分布について紹介する． 

 

４．２．１  津波進行波による流速及び水位分布 

 第 1 波から第 3 波の周期を時系列（図-4.1）から直接見積もると 60－70 分程度である．

そこでこの周期帯を含む 40-100 分周期帯の流速変動成分をバンドパスフィルタにより抽

出し，進行波により駆動された流速場を求めた（図-4.2）．岸側では流速ベクトルは等水深

線に直交し，沖側では南北方向の等水深線に沿う形となっている．ただし，沖側ではビー

ム交差角度が小さく南北方向に計測誤差が生じやすいことに注意が必要である． 

 

 海洋レーダーで計測された津波流速分布から水位分布を推測できれば津波対策上極めて

有益である．そこで，海洋レーダーで計測した第 1 波から第 3 波の流速分布を用いて水位

分布を推定した（図-4.3）．小松島港沖の海象計（水深 20m）で観測された第 1 波から第 3

波の波高（60cm 程度）は水深に比べて十分小さかったことから，これらの波を線形長波と

仮定し V = C /h の関係式を用いて流速から水位に変換した．ここに V は波向き方向の流

速成分，は水位，C は線形長波の波速，h は観測地点の水深である．押し波による 大流

速発生時の流向を正の波向きとした． 

 

 水位時系列を示した 3 地点の水深はそれぞれ A：64m，B：61m，C：33m である．推定

 

図-4.2 第 2 波による流速場：押し波（左），引き波（右） 

 

図-4.3 レーダー流速場から推定した水位（図 4.2 中の A, B, C 点） 

と実測水位（図 4.2 中の KA, KO）との比較 
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した振幅の大きさは小松島港沖(KO)での観測結果とほぼ同程度であり，岸に位置する海南

(KA)の約半分である．第 1 波では沖合の地点ほど位相が進んでいるが 2 波目以降はほぼ同

位相となっている．また，C 点での位相は海南に比べて約 15 分程度進んでいる．C と海南

間の線形長波の伝搬時間は平均水深 20m とすれば約 11 分であり推定結果よりも若干短い．

この様に，進行波としての性格が強い第 1波から第 3波による水道内の水位変動を推測し，

概ね良好な結果を得た．しかしながら，現時点ではその精度については不明であり，今後，

数値モデル等による検証が必要である． 

 

４．２．２  副振動モード 

 まず，2 局の海洋レーダーから求めた視線方向流速に対してバンドパスフィルタを用い

て 30－40 分周期帯の変動成分を抽出し，それらを合成して流速ベクトルを計算した．続い

て経験的固有関数法（EOF）により流速ベクトルから重複波モードの固有ベクトルを計算

した．図-4.4(a)に示す第 1 モード（EOF1）は変動エネルギーの約 56%を説明する．レーダ

ー観測範囲中央部には節が存在し，その両側で発散（あるいは収束）する流れのパターン

がみてとれる． 

 

 数学的に求めたこの EOF1 が物理的に存在し得るかどうかを Loomis (1973)14)の方法を用

いて検証した．その結果，30－40 分周期帯には 4 つの固有モードが計算され，このうち 34

分の周期を持つ固有モード（速度ポテンシャルと流速ベクトルの相対値）を図-4.4(b)に示

す．EOF1 とパターンが良く一致していることが分かる．また，速度ポテンシャル分布は

水位変動パターンと見なせるので，副振動による水位変動は海南(KA)と小松島港(KOJ)で

相対的に大きく和歌山(WAJ)と小松島港沖(KO)で相対的に小さいこと，さらに KA，WAJ

と KO，KOJ では水位変動が逆位相になることが推測される．ここには示さないが，実際，

KA，KOJ では他の 2 点に比べて卓越周期帯の変動エネルギーが大きく，34 分周期のラグ

を計算すると KO と KOJ は KA に対してそれぞれ 145°と 173°位相が遅れていた．以上，こ

れまで水位データと計算から推測されてきた副振動モードを海洋レーダーの観測結果から

直接求められることを示した． 

 

図-4.4 (a) 30－40 分周期流速成分 EOF 第 1 モード，(b) Loomis（1973）の方

法で求められた 33.5 分周期の副振動モード 
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 今回の地震では何故 30－40 分周期帯の副振動が水道内で発達したのであろうか？ 

Rabinovich (1997)15)の方法を用いて津波波源域での水位変動スペクトルを水道沿岸で観測

された水位に基づいて推定したところ，波源域では 30－40 分に明確なピークが，また 50

－60 分周期帯にもややなめらかなピークが存在していたと推測された．さらに，津波波源

域の水平スケールを 500km×200km と仮定し，平均水深を 4000m と仮定すると，短軸方向

スケール（200km）から決まる第 1 モードの周期は約 34 分となる．以上より，今回の津波

が波源域でこの卓越周期帯により多くのパワーを有していたことが，今回紀伊水道内で 30

－40 分周期帯の副振動が も発達した理由と推測された． 

 

４．３  “津波レーダー”開発の方向性 

 上述した様に海洋レーダーで来襲する津波や副振動を計測することは可能であり，それ

らの計測をリアルタイムで安定的に行うことが出来れば津波対策上極めて有益である．例

えば，数 10km～沖合で伝搬してくる津波を計測することで気象庁予報の過小評価防止や

住民避難等に活用することができる．沿岸域（水道や閉鎖性内湾）では，地震発生後から

数日間副振動による水位変動が続くことがある．今回，紀伊水道では翌日の 3 月 12 日にな

って 高水位を計測した地点がある．この様に沿岸では副振動をモニタリングすることが

警報解除や航路啓開作業のタイミングの決定に役立つであろう．地震あるいは津波によっ

て臨海工業地帯から重油や化学物質が沿岸域に流出する事態も考えられる．これらの拡散

状況を把握するためには津波や副振動ではなく数時間～数日程度の時間スケールで変動す

る吹送流，密度流や潮流を計測することが重要である．つまり，短周期の津波・副振動と

長周期（バックグラウンド）の流れを同時に計測することが必要となる．また，例えば視

線方向流速から津波流速成分を抽出し，津波波源インバージョン 16)に利用することも考え

られる． 

 

 

５． 津波避難シミュレーションの開発 

 

 2011 年東北地方太平洋沖地震の津波によ

る死者・行方不明者は 18,564 人（警察庁，2013）
17)，死因の 9 割が溺死と報告されている（同，

2012）18)．こうした被害をふまえ，大規模な

津波に対する避難の取組みを考える必要があ

る． 

 取組みの一つとして，津波避難シミュレー

ションの活用が挙げられる．具体的には，シ

ミュレーションを用いて，ある地域を対象に

現時点の避難安全性を評価したり，対策を講

じた場合の将来時点の避難安全性を評価した 写真-5.1 避難ビルへの避難状況 

（訓練の様子、高知市提供） 
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り，いくつかの対策の中から優先的に講じるべき対策を決定するためにそれぞれの対策の

効果の相互比較を行ったりするものである． 

 ここでは，沿岸海洋・防災研究部沿岸防災研究室が開発を進めている津波避難シミュレ

ーションシステム NILIM-TES2 を例に，津波避難シミュレーションの仕組みと津波からの

避難安全性を評価した事例について説明する． 

 

５．１  津波避難シミュレーションの対象範囲と対象者 

 まず，シミュレーションの対象範囲，対象者などをどのように決めるべきであろうか．

対象範囲の大きさはニーズにあわせて自由に決めればよいものであるが，津波が来る前に

移動できる距離に限界があり，避難場所の 適解を求める際の計算負荷（この点について

は後述する．），結果の活用にあたってシミュレーション結果を一覧で見ようとしたときの

限界などにより，ある程度の大きさに限られてくる．「津波避難対策推進マニュアル検討会

報告書」（総務省消防庁，2013）によれば，「避難できる限界の距離は 長でも 500m 程度

を目安とする」とあり 19)，1 つの地区を一体で分析することを考えると，概ね数百 m～数

km 四方を対象範囲の大きさとすればよいと考えられる．例えば試算した事例 20)では，1.5 

km×2.5km の市街地を対象範囲としている． 

 対象者は，国勢調査の結果などを使って対象範囲内の総人口を決定するが，一般に昼間

人口と夜間人口とは異なるので注意が必要である．また，人口増加・減少が著しい場合，

利用可能なデータと現状の人口のギャップを埋めるため，近年の変動傾向をもとに推定す

るなどの作業が必要である． 

 

５．２  建物・街路ネットワークデータ 

 建物と街路をデータ化したネットワークデータを作成する必要がある．建物や街路の位

置関係は地図などを参考に GIS ソフトウェアなどを用いて作成するが，例えば建物につい

ては位置の情報だけではなく，床面積，階数，構造形式等の情報が必要となる．その理由

は，一般に，津波に先立って地震の強い揺れが想定されるため，建物が倒壊することの影

響をシミュレーションで考慮する必要があるためである．建物の倒壊確率を構造形式等の 

 

   

 (1) 建物の構造形式，階数等の調査 (2) 街路幅員，塀倒壊危険度，階段等の調査 

写真-5.2 建物及び街路の現地調査
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情報をもとに推定し，倒壊して発生するガレキの量を床面積及び階数から推定し，ガレキ

の量，建物前面の街路の幅員等から街路を閉塞判定するというステップで進める．閉塞し

た街路はシミュレーション上では通行不能として表現する．ここに述べた情報を得るため，

市街地で建物と街路の現地調査をそれぞれ行う（写真-5.2）ことになる． 

 

５．３  避難者の初期配置 

 建物や街路上に避難者を初期状態として

配置する．図-5.1 は，2011 年東北地方太平

洋沖地震の発生時に自宅にいた人数を岩手

県について調べたものである．それによる

と，地震発生時に 1～2 名が在宅していた場

合が約 7 割を占めていて，不在の場合は約

1 割と比較的少ない結果となっている．そ

こで，昼間の初期配置を与えるため，まず

住宅 1 棟あたりの人数を配置する．対象範

囲に配置したい総人口から住宅に配置した人数を差し引き，残りの人数を大規模建物（ホ

テル，工場，市役所，学校，病院，魚市場など）に配置する． 

 現実には，大規模建物のなかでも所在する人数に偏りがあったり，街路上に歩行者がい

たり，イベントで一時的に多数の人が集中していたりするので，シミュレーション結果の

分析と並行して初期配置のデータを修正し，精度を高める必要がある． 

 

５．４  短波海洋レーダー観測 

 歩行速度は，年齢，単独・グループ歩行の違

い，階段の有無などによって変化する．図-5.2

は，年齢と歩行速度の関係を示したものである

が，一般に年齢とともに歩行速度は低下する 20)．

またグループ歩行の場合，階段がある場合など

の既往の調査結果を整理すると，老人の単独歩

行速度は 1m/s をやや下回る値，老人以外の歩行

速度では 1.2～1.3m/s 程度であり，グループ歩行

速度は 0.8～1.3m/s 程度でばらつきがある 20)．

歩行者の個人属性を考慮する場合，このような

避難者を年齢，グループ歩行の有無等で分類し

た区分を適宜設けて避難者の歩行速度をそれぞ

れ設定する．歩行者の個人属性を考慮しない場

合，例えば総務庁消防庁（2013）では歩行速度

の目安として 1.0m/s を示している 19)． 

 国土交通省都市局（2013）によれば，2011 年

岩手県
N=391

1人
（40％）

2人
（32％）

0人
（11％）

3人以上
（17％）

出典：中央防災会議資料（2011）

図-5.1 地震発生時に自宅にいた人数 21)
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図-5.2 年齢と歩行速度の関係

- 19 -



東北地方太平洋沖地震の際の平均歩行速度は 0.62m/s となっている 22)．この値は，年齢や

単独・グループ歩行の違いという「個人属性の効果」，平野部，リアス海岸沿岸部などの「地

形的な効果」，混雑，逃げ惑い，街路閉塞の有無等の「主に市街地構造に起因する効果」等

の影響を全て含んで平均した値である．従って，ここで考えているような地域を特定した

避難シミュレーションにおいては，この値を単純に適用すると分析の精度を低下させる可

能性がある． 

 車を利用した避難行動については，移動速度が異なる，経路選択にあたって距離よりも

アクセスの容易さを優先する場合がある等，徒歩と異なる特性を持っているので，別途モ

デル上の工夫が必要である． 

５．５  浸水シミュレーション 

 「津波浸水想定の設定の手引き」（国土交通省，2012）23)等を参考に，津波の浸水シミュ

レーションを実施する．この結果と，避難シミュレーションより得られる人の動きとの重

ねあわせによって，浸水からの避難における安否を判定する． 

 このように浸水計算と避難行動計算とを別々に行うと，「津波が浸水してくる様子を目撃

し，避難する方向を当初予定から変更した」という避難行動が再現できないことになる．

しかし，津波の避難は津波の浸水前に避難場所に到着することが原則であること，津波が

陸上に遡上して進行する速度が時速 40km ほどにもなり，接近してきた津波から走って逃

げ切るのが難しいことから，浸水の計算と避難行動の計算とを別々に行った場合でも安否

の判定結果には一定の妥当性があると考えられる． 

 

５．６  避難場所の収容人数 

 避難場所の収容人数を把握する．写真-5.3

は，自治体が指定する津波避難場所の例であ

る．広場部分は幅が約 14m，奥行が約 7m で

あるため，面積は 14×7＝98m2 である．総務

省消防庁（2013）によると，避難場所の収容

人数は「 低限 1 人あたり 1m2 以上を確保す

ることが望ましい」とされているので 19)，こ

の避難場所については 98m2÷1m2/人≒100 人

となる． 

 避難シミュレーションを行うと，収容人数

に達する避難場所が発生し， 短距離ではな

い避難場所が避難者に割り当てられるケースが発生する場合がある．そのため避難場所の

収容人数の設定値は，避難訓練の際の実績等を参考に慎重に調整し，計算結果の精度を高

める必要がある． 

 

５．７  シミュレーションモデルと計算負荷 

 図-5.3にNILIM-TES2の処理フローを示す．まずデータ及び条件設定ファイルを読込む．

写真-5.3 自治体が指定する避難場所
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次に，避難場所・経路を各避難者に与

えるため，線形計画問題ソルバーで

適解（対象者の避難距離平均値が 短

となる解）を得る．こうして得られた

避難者ごとの経路情報について，歩行

速度，混雑に伴うロスタイム等を考慮

して避難所要時間を算出・出力する． 

 計算負荷をみるため，処理時間が大

きい避難場所・経路を避難者ごとに割

り当てる過程の処理時間を調べてみた．

約 4,700 人を約 20 箇所に振り分ける場

合，汎用的なパソコン環境では数分程

度で処理することができた． 

 

５．８  避難安全性の評価 

 避難シミュレーションを用いた避難

安全性の評価の既往の研究事例の主な

ものとしては，渡辺ら（2007）による

住宅耐震化の効果の検討 24)，片田ら

（2012）による 適な車避難者の比率

に関する検討 25)，仙台市（2013）の避

難施設整備の効果の検討 26)などがある． 

 図-5.4は，NILIM-TES2を用いて 2011

年東北地方太平洋沖地震の津波の避難

行動を再現したものである．図で，横軸

は避難を開始してからの時間である．縦

軸は避難を完了した人が全避難者に占め

る比率であり，0 はまだ誰も避難を完了

していない状態，1 は全員が避難を完了

した状態である．破線と一点鎖線は，対

象範囲で行われたいくつかのアンケート

のうち代表的な二つの結果であり実際の

避難行動を示していて，実線はシミュレ

ーション結果を示している． 

 これによると，実線は二つのアンケート結果のうち破線のアンケート結果に近い形状を

示している．長距離を避難する行動など再現できていない部分はあるものの，徒歩避難者

の避難行動をある程度は再現できていると考えられる． 

 図-5.5 は，先の試算での地区とは別の地区で，避難施設を現状よりも増やした場合の効

Start
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果を試算した結果である．図で，横軸は避難施設の数で，3 は既設の避難施設の数であり

現状を示す．横軸を右に進むにつれて避難施設を 1 箇所ずつ増やした条件である．縦軸は

避難者の避難距離の平均値である． 

 これによると，基本的には避難施設を整備すると避難距離の平均値が小さくなっている．

建物倒壊による街路閉塞を考慮しないケースでは，現状（横軸で 3 の位置）の避難距離は

約 310m であるが，新たに 5 箇所整備した場合（横軸で 8 の位置）は避難距離が約 160m

になる．その差は 150m となり，歩行速度を仮に 1m/s とすると 3)，避難施設の整備によっ

て避難所要時間が一人あたり換算で 150 秒（2 分 30 秒）短縮されると考えることができる． 

 

５．９  今後の検討 

 ここでは津波避難シミュレーションの構成と，津波からの避難安全性を評価した事例を

紹介した．避難シミュレーションにあたっては，ここで挙げた以外にも様々な心理的特性

や身体的特性が避難行動に影響すると考えられる．ここでは避難者が避難場所をあらかじ

め知っているとしてシミュレーションを行ったが，避難開始時点ではとりあえず海から遠

ざかる方向に移動し，途中から周囲の人の動きに追随するといった行動をとる可能性もあ

る．また，長い距離を移動する場合に，疲労によって歩行速度が低下する可能性もある．

こうした現象を表現するためにはモデルにおいて個別に工夫が必要であり，今後も津波避

難シミュレーションの改良を進めていく予定である． 

 

 

６． おわりに 

 

 中央防災会議の南海トラフ巨大地震による非常に大きな津波の発生の予測やいまだ鮮明

さを失わずに人々に共有されている平成 23 年の東北地方太平洋沖地震津波の記憶などか

ら，大規模な津波に対して沿岸域の耐性を高めていくことに社会が関心を寄せている．推

測された南海トラフ巨大地震による津波は，それまで考えられていた津波を大きく超える

大きさのものであり，それに対して人々の生命や財産，地域の経済や産業をどのように守

っていくのか，千年に一度とも言われる時間スケールに対してどのように時を乗り越えて

いくのか，容易に答えにたどり着くことのできない問題である．そうした問題に対してい

くつかの視点から具体的な取組を始めている，その状況を紹介した．はじめから答えを見

通して取組を進めることができるものではないが，想像力を働かせ，持てる力をしっかり

出し，問題解決に向かって一歩一歩進んでいきたい． 
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大規模水害対策における予測技術の役割 
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１． はじめに 

2011 年の東日本大震災は、防災施設の規模を超過する自然災害への備え（減災）の重要

性を提示した。また、近年国内では 2011 年の台風 12 号、新潟・福島豪雨、2012 年九州

北部豪雨など豪雨災害が頻発しており、今年も台風 18 号をはじめ各地で豪雨災害が発生し

ている。海外でも異常気象が頻発しており、2012 年にハリケーン・サンディーによる高潮

によってニューヨークで災害が発生した。さらに、地球温暖化により異常気象が頻発する

ことが予測されている。こうしたことを背景に大規模水害の発生を想定した検討と準備が

緊急の課題である。本講演では、大規模水害への対応を高度化するための技術的課題のう

ち降雨観測・予測技術や洪水予測技術について現状をレビューするとともに、大規模水害

対策における予測技術の役割を論じるものである。 
 

２． 切迫する大規模水害 

２．１ 東日本大震災 

東北地方太平洋沖地震は、複数の領域を連動させた広範囲の震源域をもつマグニチュー

ド 9.0 のこれまでの想定をはるかに超えた巨大地震であり、これにより巨大な津波が発生

した。この地震・津波により死者 15,883 名、行方不明 2,654 名（2013 年 9 月 24 日現在、

緊急災害対策本部発表）におよび一度の災害で戦後 大の人命が失われるなど甚大な被害

が発生した。東日本大震災は、これまでの我が国の地震・津波対策のあり方とともに、国

民の災害のとらえ方に大きな転換を迫った。 
まず、想定対象地震・津波の考え方である。日本海溝周辺の地震のこれまでの想定では、

我が国の過去数百年間に経験してきた繰り返し発生している M7 程度以上の地震を切迫性

の高い地震と考え検討対象とするとともに、数値計算でこれまで記録されている震度と津

波高などを再現することのできる確度の高い地震を対象に、次に起きる 大級の地震とし

て想定してきた。その結果、869 年貞観三陸沖地震、1611 年慶長三陸沖地震、1677 年延

宝房総沖地震などは各地に被害記録があるものの想定の対象とはされなかった。 
次に、防災対策の在り方である。海岸保全施設は計画規模以下の津波に対しては 100％

の防災効果を発揮する。しかし、今次津波のように防災施設の規模を大きく上回る津波に

対しては、多くの海岸保全施設が被災し防災機能を喪失している。このことは、海岸保全

施設等に過度に依存した防災対策には限界があることを露呈した。 
こうしたことを踏まえて、中央防災会議（2011）1）では、今後の想定地震・津波の考え

方として「あらゆる可能性を考慮した 大クラスの巨大な地震・津波を検討すべきである」

としている。このことは、従来よりも低頻度の地震・津波までを想定することになる。 
さらに、 大クラスの津波に対応した海岸保全施設等を整備することは費用、環境、利

用の面で現実的ではない場合も発生することが想定され、「想定地震・津波に基づき必要と
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なる施設整備が現実的に困難となることも見込まれる」ことになる。このため、防災対策

において 大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを 優先として、住民等

の避難を軸に土地利用、避難施設、防災施設を組み合わせ、被害を 小化する減災対策が

中心となる。 
すなわち、防災対策の対象とする外力を、施設規模から施設規模を超過する減災規模へ

拡張する必要性を示している。このためには、超過外力（施設の規模を超過する外力）が

特別なものではなく、低頻度ではあるが起こりうる事象であるという認識を国民と共有す

うことが極めて重要である。さらに、施設についても設計対象の津波高を超えた場合でも

施設の効果が粘り強く発揮できるような構造物の技術開発が求められている。 
２．２ ハリケーン・サンディー 

ハリケーン・サンディーは、南東カリブ海で発生し 2012 年 10 月 22 日 12:00 Tropical 
depression、22 日 18：00 Tropical storm、24 日 12：00 Hurricane（カテゴリー1）とな

り、25 日 5：25 にカテゴリー3 に発達した。その後、25 日 9：00 にカテゴリー2、26 日 0：
00 にカテゴリー1 へ勢力を弱めながら 29 日 21：00 熱帯外低気圧（Extratropical）とな

り、29 日 23：30 に中心気圧 945mH、 大風速 70kt(カテゴリー1 相当)でニュージャージ

に上陸し、その後急速に衰えて 31 日 18：00 には消滅している（図－2.1）。ここでは、米

国の National Hurrican Center（2013）2）に基づき概観する。 
サンディーにより高潮が発生し、ニューヨークの King Point では MLLW＋4.44m, 

Bergen Point West ReachではMLLW＋4.36ｍに達し、同地域に2011年に高潮を発

生させたハリケーン・Ireneの時よりそれぞれ1.33m、0.61m高くなった。また、1920
年以降観測されているBatteryではMLLW+4.29mとなり、既往 高より1.33m、ハ

リケーンIreneの時よりも1.39m高くなった。 

 

 
図−2.1 ハリケーン・サンディーの経路 2) 
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この高潮により各地で浸水が発生し、スタテン島およびマンハッタンで約120～
270㎝、ブルックリン・クイーンズで約90～180㎝、ロングアイランドで約90～180
㎝、ハドソン川河畔で約90～150㎝の浸水深さとなった（図－2.2）。 

サンディーにより、全米で死者 72 人（南部の州を除けば 1972 年のハリケーンアグネス

以来の規模）、交通、電気、ガスなどのライフラインの被害、ニューヨーク証券取引所の閉

鎖など社会経済活動に大きなインパクトを与えた。被害総額は 8 兆円規模（1900 年以降ハ

リケーンカトリーナに次ぐ 2 番目）の被害が見積もられている。 
アメリカ国立気象局（NWS）の国立ハリケーンセンター（NHC）が浸水深さ（予測潮

位と地盤高さの差）の予測を発表している。27 日 15：00（上陸の約 2 日 9 時間前）にニ

ュージャージ、ニューヨーク、コネティカット沿岸に 122～24cm の浸水予測が発表された。

予測浸水深さは、順次引き上げられ 28 日 6：00（上陸の 42 時間前）の時点で 153～30cm、

28 日 15：00（上陸の 32 時間前）で 183～33cm となった。この予測結果は、実際の潮位

観測結果と比較しても適切であったと NHC では評価している。 
ここで、特筆すべきことは NHC のプロダクトである浸水予測は、潮位と地盤高によっ

て算定されている点である。米国においては高潮堤防の建設に消極的であったため、我が

国のように防潮堤を考慮する必要がなく、潮位と地盤高の差がおおむね浸水深となるため、

シンプルな予測となっている。 
ニューヨーク（NY）の想定浸水は、ハリケーンのカテゴリー毎に ZoneA：カテゴリー1、

ZoneB：カテゴリー2、ZoneC：カテゴリー3，4 が NY の南を直撃した場合に浸水の可能

性のある区域を示している（図－2.3）。ちなみにハリケーンの米国の区分ではカテゴリー5
が 大、日本の「非常に強い台風（ 大風速 44-53m/s）」がほぼカテゴリー3（ 大風速

49-58m/s）に相当する。今回のサンディーはカテゴリー1 のハリケーン相当であり、浸水

図−2.2 推定される浸水深（USGS の痕跡調査及び NOS の潮位計）2） 
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もほぼ ZoneA に相当するものであった。 
大西洋北部の気象情報について見てみると、

台風情報、注意報、警報の発表を担当する

NWS と防災部局が NWS の発表する情報や

警報・注意報の内容、情報の継続、変更に関

する様々な可能性についての議論が上陸 5 日

前に始まっている。NWS は上陸 3 日前に大

西洋北部沿岸に、NHC が台風注意報とせず

に台風情報としてサンディーの影響を継続的

に発表し、気象予報事務所（WFOs）が暴風

警報・注意報を発表することを決定し、上陸

60 時間（2.5 日）以上前に WFOs が暴風注意

報・警報を発令した。これは、台風注意報を

上陸 2～3 日前に発表することになっている

が、上陸時にハリケーンから熱帯外低気圧

（Extratropical）になる可能性があり、危機

管理オペレーションの途中で気象情報が

NHC の台風警報から WFOs の暴風警報に変

更することによる現場の混乱を回避するための特別な措置であった。 
台風の進路予測についてみると、4 つのモデル（European Center for Medium-range 

Weather Forecasts (ECMWF),Global Forecast System(GFS)（アンサンブル）,GFS（確

定）Atlantic Dynamical Model Consensus (TVCA)）があり、このうち上陸を予測してい

たモデルは、23 日 0：00（7 日前）時点で 0/4、24 日 0：00（6 日前）時点では 1/4（予測

上陸 31 日）、25 日（5 日前）0：00 で 1/4（予測上陸 30 日(的中)）、26 日 0：00（4 日前）

時点で 4/4（予測上陸 30 日(的中)1 モデル、31 日 3 モデル）となっている（図－2.4）。通

常、台風注意報は上陸の 2～3 日前に発令されることになっており、26 日 0：00 時点では

上陸については確実であるが、上陸予想は 31 日が優勢であり、26 日の注意報の発令には

ならなかったものと考えられる。詳細は不明であるが NHC は WFOs が 60 時間以上前に

注意報を発令したとしており、遅くとも 27 日 12：00 までには注意報が発令されており、

26 日 0：00 から 27 日 12：00 の予測が 30 日の上陸を強く示唆したものと考えられる。ま

た、この注意報が 27 日の NY 州知事の緊急事態宣言の発令のトリガーになり、続く FEMA
ナショナルレスポンスセンター設置、大統領緊急事態宣言、避難所開設、ZoneA 避難命令、

そして 29 日 7:00 Zero Hour（事前対策を終えて治安部隊を除き待避を始める時刻）を迎

えることになる。 
同様にアンサンブル予測の状況を見てみると 25 日 0：00（上陸 5 日前）の時点の ECMWF

のサンサンブル予測では、多くのメンバーが上陸を示している（図－2.5）。一方、GFS の

アンサンブル予測では、多くのメンバーが上陸する可能性を示さずに大西洋へ通過する予

測を与えている（図－2.6）。 

図−2.3 ニューヨークの浸水想定マップ 3) 
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２．３ 利根川首都圏広域氾濫 

2010 年に中央防災会議「大規模水害対策に関する専門調査会」(以下、専門調査会)が、

利根川や荒川等の堤防が決壊した場合や東京湾において大規模な高潮が発生した場合にお

ける氾濫状況をシミュレーションにより把握するとともに、氾濫形態の分析や死者数、孤

立者数の推定、その他の被害様相の想定等をおこなった。また、被害想定結果や既往の大

規模水害時の状況等をもとに、大規模水害発生時の対応を中心に首都圏において講ずべき

図−2.4 各種台風経路予測モデルの予測結果 白；実際の台風経路 2) 
（a）10 月 23 日 0:00(b)10 月 24 日 0:00(c)10 月 25 日 0:00(d)10 月 26 日 0:00 

実線：72 時間まで 破線：72 時間から 120 時間 点線：120 時間から 168 時間（a,b のみ） 

図−2.5 上陸 5 日前の ECMWF のアンサンブル予測結果 2) 

 

図−2.6 上陸 5 日前の GFS のアンサンブル予測結果 2) 
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大規模水害対策等について検討がおこなわれた。専

門調査会の利根川氾濫想定（ポンプ運転なし、燃料

補給なし、水門操作なし、排水ポンプ車なし、洪水

規模 1/200）のうち利根川右岸 136.0km 地点の埼

玉県加須市（旧大利根町）弥兵衛地先を堤防決壊箇

所と想定した首都圏広域氾濫では、浸水面積が約

530km2、浸水区域内人口が約 230 万人と想定され

ている。また、避難率が 0%の場合には死者数約

2,600 人と想定している（図－2.7）。さらに、孤立

者ははん濫流の流下とともに孤立者数およびその

分布が変化し、決壊 1 日後に約 30km 下流の越谷市

まで流下し孤立者が約 58 万人発生し、決壊 2 日後

には東京都区部にまで拡大し 大約 110 万人となっ

ている（図－2.8）。 
また、要避難者想定においては、現在の予測技術

では、河川堤防の決壊箇所を事前に予測することは困

難であるため、可能性のある全ての堤防決壊パターン

による浸水想定区域を検討し、それらを重ね合わせた地域の住民等を避難対象者とする必

要があるとしている。この結果、利根川、江戸川、荒川の堤防決壊に伴う浸水想定区域を

検討した全てのパターンを重ね合わせた結果から、避難の対象とすべき条件を、「居住空間

が水没」すること（条件１）、「浸水継続時間 3 日以上」であること（条件 2）とした場合、

要避難者数は約 421 万人と想定され、膨大な要避難者が存在すること指摘している。 

また、専門調査会は以下の通り報告している。 

「洪水や高潮による大規模浸水の特徴として、河川氾濫による大規模水害時には、堤防

決壊前から雨量や河川水位等の情報により氾濫の危険性を予測することができる。 
また、堤防の決壊後においても、上流域の決壊箇所近傍から下流域まで長時間かけて浸

水域が拡大する。高潮災害の場合においても、台風の規模や進路の予報等により被害の発

生を予測することができる。そのため、大規模水害時に想定される人的被害を軽減するた

図−2.7 想定浸水深 
（利根川首都圏広域氾濫）4） 

図−2.8 想定孤立者（利根川首都圏広域氾濫型、ポンプ運転無、燃料補給無、水門操作無、ポンプ車無、避難率
0％、洪水規模 1/200）4) 赤：孤立者 1,500 人以上 橙：孤立者 500 人以上 1,500 人以下 黄：孤立者 100 人以
上 500 人以下  
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めには、雨量、河川水位、台風の規模や進路予報等の情報から氾濫の危険性について的確

に予測を行うとともに、浸水被害が発生する前に、浸水が想定される地域の住民や滞在者

を安全な場所に避難させることが重要となる。」中央防災会議（2010）4) 

一方、次のようにも報告している。 

「避難勧告・指示等は、出来る限り早期に発令することが望ましい。しかし、堤防決壊

等の事態は、早期に予測判断する程、予測の精度は低くなる。一方、広域避難を実施する

場合の社会的なコストは大きく、そのことが早期の避難勧告・指示等の判断に支障を及ぼ

す可能性がある。」中央防災会議（2010）4) 

この点が、河川氾濫による浸水予測とサンディーの高潮による浸水予測と大きく異なる

点である。河川氾濫を予測するためには、決壊をモデル化することがすることが不可欠で

あるが、このためには河川内の流下する流量を精度よく予測する必要があり、さらに水位

を精度よく予測する必要があり、さらに決壊を精度よく予測する必要がある。 

しかし、洪水時の水位一つをとっても、自然公物である河川にあっては砂州の形成や植

生の繁茂など河道の状況が常に変化しており、さらに洪水時には河床の変動などどのよう

な変化が発生するか予測することは極めて困難であり、精度よく水位を予測することは困

難と言わざるを得ない。さらに、破堤を予測することは、土堤を原則している河川堤防に

おいては、その築造の歴史から断面的、また基礎地盤から縦断的に極めて不均一であり、

これを完全に把握することも現実的に不可能であり、決壊箇所を事前予測することは不可

能である。 

このため、予測精度を向上させることが可能な分野において 大限その精度向上に努め

るとともに、現時点においては予測することに限界があることを前提にした判断が必要で

ある。 

 

３． 降雨観測技術の現状 

近年、日本の各地でいわゆるゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な大雨や集中豪雨が多発し、

それらに起因する浸水被害や水難事故が発生している。こうした豪雨による災害対策のた

めに豪雨の状況を的確に把握することは重要であり、面的な雨量情報をリアルタイムに得

ることができるレーダの有効性は高い。国土交通省水管理・国土保全局は、1975 年に赤城

山に C バンドの波長帯を利用するレーダ雨量計の運用を開始し、これまでに 26 基のレー

ダ雨量計を日本全国に設置し、現業運用を行っている。このレーダ雨量計は、電波の反射

強度を受信するのみの単偏波レーダであるため、雨滴群からの反射電力から計算される反

射因子(Z)から降雨強度(R)を推定する Z-R 関係式を降雨量推定の方法として用いている。

Z-R 関係式による降雨量推定は、ハードウェア、降雨タイプ、降雨減衰による誤差といっ

た様々な誤差の影響を受ける。そのため、国土交通省ではレーダ雨量を地上雨量計でリア

ルタイム補正することで観測精度の定量性を確保している。  
単偏波レーダに替わる気象レーダとして二重偏波レーダの研究開発が 1980 年代に土木

研究所を中心に開始された。二重偏波レーダは、2 種類の偏波面を有した電波を発射しそ

れぞれの強度，位相情報を受信することが可能なレーダである。土木研究所は、水平偏波
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と垂直偏波の反射因子差(Zdr)から降雨強度を推定する Zdr 法を採用する二重偏波レーダ

を開発し、1994 年に釈迦岳レーダ雨量計が二重偏波レーダ化され、その後、八本木、国見

山レーダ雨量計が二重偏波レーダ化されている。 
その後、2000 年代には、C バンドレーダによる 2 種類の偏波間の位相差の距離の変化

率(Kdp)から降雨量を推定する Kdp 法の研究開発が京都大学・情報通信機構により行われ、

これらの研究成果を受け、釈迦岳レーダ、城ヶ森レーダは Kdp 法を採用する C バンド二重

偏波レーダに更新された。また、時期を同じくして、X バンドの波長帯を利用するレーダ

による Kdp 法の研究開発が防災科学技術研究所により行われた。 
平成20年7月の都賀川（神戸市）、浅野川（金沢市）において、従来型の単偏波Cバンド

レーダでは捉えきれない集中豪雨や局地的な大雨により、水難事故や河川氾濫が発生し、

降雨監視体制の高度化が求められた。防災科学技術研究所の研究成果より、Kdp法を用い

ることで地上雨量計によりレーダ雨量を補正しなくとも、精度の高い降雨観測が可能であ

ることが示され、観測直後に雨量情報を配信、短い時間間隔での観測が可能となること、

Xバンドのレーダを用いることで、Cバンドよりも面的に詳細な観測が可能となることから、

国土交通省水管理・国土保全局では、Xバンド二重偏波（MP）レーダを設置し、ゲリラ豪

雨に対応した豪雨監視体制（XRAIN：X-band polarimetric (multi parameter) RAdar 
Information Network）の構築を開始した。 
３．１ XRAIN 

XRAIN は、人口、資産が集中している政令指定都市や、近年、甚大な水害、土砂災害等

が発生した地域をカバーするように整備を進め、2013 年 9 月現在、35 台の X バンド MP
レーダで構成されるレーダネットワークとなっている（図－3.1）。 

XRAIN で観測された雨量情報は、空間解像度 250m メッシュ，更新間隔 1 分、配信遅

れ 1 分程度で、レーダ画像として配信しており、既存のレーダ雨量情報と比較して、16 倍

の空間解像度、5 倍の時間分解能、1/10 に短縮された配信遅れ時間となっている（図－3.2）。 
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図-3.1 XRAIN の整備状況 



 

図-3.2 既存のレーダ雨量情報と XRAIN 雨量情報の比較 

図－3.3 は、2012 年 8 月 12 日に岡山地域で局地的な豪雨を XRAIN で観測した結果であ

る。幅 10km 程度の帯状の雨域を捉えるとともに、雨域内の降雨分布を詳細に捉えられて

いることが確認できる。また、図－3.4 は、当該事例の日応寺アメダスの地上雨量計で観

測した雨量及び日応寺アメダス地点に対応するメッシュの XRAIN、C バンドレーダ雨量の

時系列（10 分値）を示している。C バンドレーダ雨量は、地上雨量計と比較して降雨のピ

ークが過小であるのに対して、XRAIN では、雨の降り始め、ピーク、降り終わりに至る雨

量が地上雨量計とほぼ一致しており、雨の量及び時間的変化を精度良く観測できているこ

とが確認できる。 
このほか、これまでに観測された降雨事例について観測精度を検証した結果、いずれの

地域においても地上雨量と良く対応した雨量が XRAIN で観測されており、精度良く降雨

を観測できていることを確認している。特に既存のレーダでは難しかった時間的に降雨量

が急激に変化する降雨においても精度良く観測ができていることが確認されている。 
 

岡山地域

15:50

日応寺（アメダス）

拡大図

15:50  

図-3.3 XRAIN による局地的豪雨の観測事例（岡山地域：2012 年 8 月 12 日） 
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図-3.4 地上雨量、XRAIN、C バンドレーダ雨量の時系列（場所：日応寺アメダス地点） 

 

３．２ XRAIN の利活用 

国土交通省では XRAIN によるリアルタイムかつ詳細な雨量情報を、河川管理や防災・

避難活動へ活用する取組みを進めており、洪水予測の高度化(図−3.5)や、強雨時の携帯電
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話端末へのアラートメール配信(図−3.6)などに取り組んでいる。H23 台風 12 号では、大雨

に伴う土砂崩れにより発生した河道閉塞の閉塞箇所に雨量計を設置するまでの間の代替の

雨量情報として河道閉塞の決壊監視に利用されている。また、決壊監視を支援するために、

集水域内の累積雨量に応じてアラートメールを本省、近畿地整の防災担当、TEC-FORCE
メンバーへ配信されている。H23 新潟福島豪雨においては、信濃川下流沿川の自治体職員

は、XRAIN 雨量情報を土嚢積み等の水防活動の指示、避難勧告・指示、交通規制の実施・

継続・解除、パトロール及び体制の準備等の参考情報に利用したことが報告されている。 
また、XRAIN の数値データ等は、地方自治体や民間へ提供しており、京阪電鉄では列車

の運転保安の確保、東日本放送では XRAIN 画像情報の提供、東京消防庁では警戒地域の

早期把握や水防活動の判断支援、富山空港では航空機の運航補助への活用(図－3.7)や、民

間によるスマートフォン向けアプリ等の開発(図－3.8)、地方自治体の電子地図サービス(図
－3.9)への利用といった利活用が進められている。 
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図-3.5 XRAIN を取り込んだ洪水予測モデル   図-3.6 携帯端末による情報提供（六甲砂防事務所の例） 

      

 

 

          

図-3.7 航空機の運航補助に活用 

（富山県：富山きときと空港） 
図-3.8 スマートフォン向けのアプリ等の開発 

図-3.9 電子地図サービスへの XRAIN の重ね合わせ（江戸川区・（独）防災科学技術研究所） 



３．３ XRAIN の技術開発 

XRAIN は、気象庁や大学、研究機関、民間

企業等において、観測技術、降雨予測、洪水

予測、情報提供技術等に関する技術開発が行

われている。国土交通省では、河川技術研究

開発制度にて採択された 5 つの研究グループ

に委託研究を行い、XRAIN の観測情報の利

活用、技術開発を進めてきた(表－3.1)。また、

産学官からなる技術開発コンソーシアムを設

置し、XRAIN を利用した技術開発とその成

果の共有を図ってきた。コンソーシアムには、40 を超える機関が参加し、技術開発を効果

的に進めるため、レーダ雨量の数値データを配信している。 
 国土技術政策総合研究所においては、XRAIN の構築、運用に関する検討や観測精度向上

等の検討を行い、XRAIN の実用化へ寄与してきたところであり、河川技術開発公募制度で

開発された技術を XRAIN に実装し、さらなる精度向上を図るために検討を進めていると

ころである。 
３．４ C バンド MP レーダ 

XRAIN は、そのレーダの特性から降雨による電波の減衰（降雨減衰）が大きく、強雨域

の後方で電波が完全に消散し、観測不能領域となる場合がある。また、観測範囲が既存の

C バンドレーダと比較して狭いため、全国をカバーすることは難しい。そこで、国土技術

政策総合研究所では、XRAIN の降雨減衰、観測範囲に関する課題を克服するために降雨減

衰に強く、観測範囲の広い C バンド MP レーダとの連携技術の検討を進めているところで

ある。C バンド MP レーダの雨量算定手法を検討し、精度検証を行った結果、XRAIN に

は精度が劣るものの、地上雨量計による補正を必要としない精度を有する段階となってい

る(図－3.10)。これらの結果より、今後、更新となる C バンドレーダは C バンド MP レー

ダへ更新される予定となっている。 
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研究グループ テーマ名

名古屋大学地球水循環研究センター
教授　坪木和久

XバンドMPレーダと雲解像モデルによる短
時間・極短時間量的降水予測法の開発

京都大学防災研究所教授　中北英一
（代理発表：特定助教　山口弘誠）

ゲリラ豪雨予測手法の開発と豪雨・流出・
氾濫を一体とした都市スケールにおける
流域災害予測手法の開発

国土技術政策総合研究所 河川研究
部流域管理研究官/前（独）土木研究
所ICHARM上席研究員　深見和彦

XバンドMPレーダの効果的実利用へ向け
ての降雨観測・予測とCバンドレーダとの
連携活用に関する技術研究開発

（株）建設技術研究所 東京本社河川
部長　藤原直樹

MPレーダデータによる定量的降雨量推定
とユーザの立場からの避難支援システム
開発に関する研究

鹿児島大学 地域防災教育研究セン
ター特任教授/前（独）防災科学技術
研究所 観測・予測研究領域長　眞木
雅之

MPレーダネットワークによる雨と風の3次
元分布推定手法の開発

表－3.1 研究グループとテーマ 

図－3.10 既存 C バンドレーダ(補正あり)、XRAIN(補正なし)、C バンド MP レーダ(補正なし)の比較 
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３．５ 今後について 

国土交通省では、平成 26 年度中の配信開始を目標に、九州熊本地域に 2 基、北海道札

幌周辺地域に 1 基のレーダの整備を進めており、XRAIN の更なる観測体制の強化を図る

予定となっている。また、XRAIN は、平成 22 年 7 月より試験運用を開始し、雨量情報の

配信を行ってきたところであるが、一定の技術的知見の蓄積と精度の確認が取れたため、

H25 年度中には、本運用に移行する予定となっている。今後とも、雨量算定方法や運用方

法の改善等、さらなる観測精度の向上に取り組むとともに、気象庁、大学、研究機関、民

間企業等と連携し、観測データの利活用促進を進めて行く予定となっている。 
また、XRAIN による雨量観測の数値データについては、社会実験等の取り組みにより試

験的に提供を行ってきたが、継続的な配信ニーズが高いことから、「河川情報数値データ配

信事業」を創設し、XRAIN を始め、水位・雨量等の河川情報の数値データの提供サービス

を H25 年度内に開始する予定となっている。 
 XRAIN により、高精度の降雨量を高解像度で面的に把握することが可能となり、洪水予

測全般の精度向上が期待される。特に、ほぼ実時間で降雨を把握することが可能であるこ

とから、流出時間の短い小流域での流出予測精度が向上することが期待され、都市内浸水

予測や河川公園利用者への警報の発令などへの応用が期待される。一方、大流域において

は、電波消散により観測不能区域が発生する可能性があり、C バンドレーダーとの連携が

不可欠である。 

 また、気象分野の研究で XRAIN のデータが活用され、降雨予測技術の高精度化が進ん

でいる。例えば気象庁では、30 分～1 時間程度先までの降雨予測の高精度化を図るため気

象庁レーダと XRAIN を用いた高解像度ナウキャストの研究開発を進めている(図－3.11) 

気象庁Cバンド 国交省Xバンド 高分解能レーダー画像
 

 

 

４． 短期降雨予測技術の現状 

４．１ 気象庁短期予測雨量と予測精度の変遷 

 洪水時の対策を考えるにあたっては、洪水の要因である短時間の降雨に関する予測情報

が重要である。ここでは、気象庁から発表されている短期降雨予測の変遷について記す。

表－４.1 は平成 14 年 5 月から平成 19 年 11 月（左）とそれ以降（右）の気象庁短期予測

データに関する情報を気象庁 HP 等 5)6)を参考に、簡単に表にまとめたものである。全球予

測モデルである GSM は、平成 14 当初から平成 19 年 11 月までは解像度が約 120km であ

った。それを RSM により約 20km 程度にダウンスケールした後、MSM を用いてさらに 

◆1 ㎞メッシュ 

◆5 分間隔 

◆降雨減衰が小 

◆250ｍメッシュ 

◆１分間隔 

◆降雨減衰が大（観測領域に影響） 

◆250m メッシュ 

◆１分間隔 

◆降雨減衰が小 

図－3.11 気象庁による高解像度版ナウキャストの開発 
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表-4.1 気象庁短期予測雨量データの変遷 

（左：平成 14 年 5 月-平成 19 年 11 月、右：平成 19 年 11 月-平成 25 年 9 月現在） 

 

細かい解像度（5km）にダウンスケールを行っていた。平成 19 年 11 月以降は、GSM の

解像度が約 20km に上がったため、GSM を直接 MSM へダウンスケールを行うよう運用

が変更されている。また、MSM においては平成 21 年 10 月 28 日より、国土地理院が運用

する電子基準点の観測データから得られる水蒸気データの利用を開始し、降水予測の精度

改善を行っている 7)。このように、気象庁の短期予測雨量については精度向上を目的とし

て日々改善が行われている。  
次に、過去および現在運用されている予測雨量の精度を比較するため、平成 19 年 11 月

まで運用されていた RSM と平成 21 年 11 月以降運用されている MSM について精度検証

を行った事例について紹介する。平成 19 年 11 月まで運用されていた RSM について、洪

水調節への利用を想定して全国の 25 ダムを対象として地上雨量と比較した。予測雨量につ

いては毎時の雨量が正確に予測されていることが望ましいが、毎時での予測精度が満足で

はなかったこととダムの洪水調節においては総雨量が正確に予測されていることが重要で

あるという観点から RSM の予報対象時間である 51 時間の積算雨量（流域平均）で比較を

行った。図－4.1 は早明浦ダム流域における RSM と地上観測雨量の比較（平成 8 年から平

成 16 年を対象）であり、RSM は地上雨量との相関が低いことが分かる。さらに、多くの

プロットが X 軸または Y 軸上に乗っており、予測の空振りおよび見逃しが多かったことを

示している。このことから、事前放流をはじめとして、ダムの洪水調節に利用することは

困難であることが伺える。他ダムの結果についても早明浦ダムの結果とほぼ同様であり、

地域や季節に応じて精度が大きく異なることはなかった。 
図－4.2 は、平成 19 年 11 月以降運用されている MSM について、MSM の予報対象時間

である 33 時間の積算雨量をレーダーアメダスと比較したものである。ここでは、奈良県に

ある池原ダム流域の 2011 年の台風 6、12、15 号を対象として比較を行っている。RSM に

おける比較と異なり、イベント毎の比較（平成 23 年台風 6、12、15 号を対象）であり、

かつ前線性降雨と比較して予測精度が高いと考えられる台風のイベントを扱っていること

に留意する必要があるが、RSM と地上雨量との相関と比べ、MSM とレーダーアメダスと

の相関は高く、気象庁の予測雨量の精度が向上していることが伺える。しかし、降雨のピ

ーク付近において大きいところでは 33 時間積算雨量の誤差が数百 mm 程度ある。その一
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• 2007年5月より、03, 09, 15, 21UTCについては33時間予報に延長（時間分解能：1時間）
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方で、ピーク後の予測に関しては、MSM は降り止む時刻やピーク後の雨量を比較的精度

よく予測できおり、ダムの洪水調節だけでなく河川の流量予測にも役立つ精度を有してい

ることが分かった。（図－4.3）。 
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（1）台風 6 号                （2）台風 15 号 
図-4.3 降り終わりにおける MSM とレーダーアメダスの比較（池原ダム流域） 

４．３ アンサンブル予測雨量とダム洪水調節操作への利用 

前節までは、MSM 等の「一つの予測結果」のみを示す降雨予測について記したが、こ

こでは一つの予測結果だけでなく、複数の予測結果から予測の幅を示す「アンサンブル予

測」について記す。 
近年気象予測の分野では、予測計算の初期値に対してある程度のばらつきを与えて複数

の初期値（アンサンブルメンバー）に対して予測計算を実施し、計算された予測の幅を評

価するアンサンブル予測に関する取り組み・研究が盛んに行われている。これは、一つの

初期値による予測では気象の不確実性故の予測の時間推移評価が難しいため、幅を持って

評価するべきであるという近年の気象予測に関する認識を反映している。気象庁の 1 ヶ月

や 3 ヶ月といった長期予測においてはすでに長期アンサンブル予測が現業化されているも

のの、豪雨を対象としたような短期予測に関するアンサンブル予測はまだ現業化されてい

ない。しかし、研究は数多く実施されており（例えば 8）、9)）、今後現業化されることが

強く想定される。図－4.4 は国総研で実施したアンサンブル予測雨量の計算結果事例（平

図-4.1 RSM と地上雨量の比較（早明浦ダム
流域、51 時間積算雨量） 

図-4.2 MSM とレーダーアメダスの比較（池
原ダム流域、33 時間積算雨量） 
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成 23 年台風 12 号）である。2012 年 8 月 31 日 9 時の初期値について、20 のアンサンブ

ルメンバーで計算を行い、9 月 3 日 1 時の予測結果である。初期値に応じて様々な計算結

果が得られていることが分かる。また、図－4.5 は平成 23 年の台風 15 号について 84 時間

先までのアンサンブル予測雨量を計算し、蓮ダムの流域平均雨量について各アンサンブル

メンバー、MSM およびレーダー雨量を示したものである。この計算は、実際に洪水調節

操作を開始する約 2 日前の初期値に関する予測計算結果である。台風 15 号の規模が小さ

く短期間の洪水であったということもあるが、洪水調節開始の約 2 日前から洪水の開始か

ら終わりまで精度良く予測することができた。その他の著名豪雨についてもアンサンブル

予測雨量の計算を実施しているが、全体として精度良く予測できる事例が多くあることが

分かってきている。 
４．４ 今後 

MSM のような一つの予測だけでは予測精度が十分得られないことを背景として、予測

の幅を示すアンサンブル予測雨量が今後現業化される可能性は高いと考えられる。それに

備え、アンサンブル予測により得られる予測の幅を河川の防災情報にどのように利活用す

るかを考える必要がある。 

 

図-4.4 アンサンブル予測結果の事例（初期値：8 月 31 日 9 時初期、84 時間後）  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

4 10

9/19

16 22 4 10

9/20

16 22 4 10

9/21

16 22 4 10

9/22

流
域

平
均

累
積

雨
量

（
m

m
）

観測

m01

m02

m03

m04

m05

m06

m07

m08

m09

m10

m11

m12

m13

m14

m15

m16

m17

m18

m19

m20

平均

平均+σ

MSM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

4 10

9/19

16 22 4 10

9/20

16 22 4 10

9/21

16 22 4 10

9/22

流
域

平
均

雨
量

（
m

m
/h

r）

観測

m01

m02

m03

m04

m05

m06

m07

m08

m09

m10

m11

m12

m13

m14

m15

m16

m17

m18

m19

m20

平均

平均+σ

MSM  
図-4.5 初期時刻：2011 年 9 月 19 日 03 時（洪水調節開始の 2 日前）の 84 時間予測結果 

（蓮ダムの流域平均雨量） 
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５． 洪水予測技術の現状 

５．１ 洪水予測システムの重要性 

頻発する豪雨災害に対して犠牲者ゼロを目指すためには河川管理者や地方公共団体によ

る迅速で的確な対応が必要である。それを目指し、平成 21 年 4 月より全 8 地方整備局に

水災害予報センターをおき、新たに[1]水災害の監視・予測の実施や高度化、[2]水災害の監

視・予測、予警報、水位情報等に関する情報収集や情報提供、[3]気候変化による水災害へ

の影響の分析、評価、[4]都道府県河川管理者や水防管理者に対する支援などを実施するこ

ととした。この活動の中で、各河川事務所において整備が進められている洪水予測システ

ムによる「高精度な洪水の予測」は、迅速な洪水対応の基礎となる情報であるため極めて

重要な課題として位置づけられる。ここでは、現在各河川事務所において導入が進められ

ている洪水予測システムの精度評価を全国横断的に行った事例および、洪水予測技術につ

いて現在実施している技術開発について紹介する。 
５．２ 河川事務所に導入されている洪水予測システムの現状 

国総研では、直轄河川における洪水予測の実態について、過去 4 ヵ年の 365 洪水の概略

調査を行った。このうちのほとんどが平成 23-24 年に発生したものである。なお、予測は

受託したコンサルタントの持つ予測システムを対象河川ごとに整備したシステムによりな

され、用いられるモデルの種類、フィードバック手法、モデルパラメータ調整の精度はそ

れぞれまちまちである。実際の洪水予測では予測降雨を用いているが、ここでの予測精度

の評価にあたっては、降雨予測の誤差の影響を除外した評価を行うこととしたため、観測

された実績降雨を洪水予測モデルに入力し、再現予測計算を行った結果により評価を行っ

た。評価項目は(1)ピーク生起時刻の予測と実績の差、(2)ピーク水位の予測と実績の差、(3)
実績水位と予測水位の相関係数、(4)実績水位変化量と予測水位変化量の相関係数とし、上

記 4 項目それぞれの優劣を 4 段階で評価し、各項目に配点を与え、4 項目の配点を合計し、

総合得点を算出した。算出された総合得点の分布を A から E の 5 段階に分類した。A から

E の評価ランク分類は、365 の事象が概ね均等になるようにした。このような方法で算出

した洪水予測の評価点の分布を図－5.1 に示す。A、B と評価される洪水がある一方で、C、

D および E と評価される洪水の数も未だ多いことが分かる。このように幅広い分布を示す

要因の特定は非常に重要であるが難しい問題である。要因としてはシステムへの入力値の

誤差、システムの調整不足、

予測システムの構造上の問題

等の様々な要因が考えられ、

これらの要因が結びついた結

果であり、システムごとに要

因を特定した上で洪水予測シ

ステムの精度改善を引き続き

実施する必要がある。 
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５．３ 洪水予測に関する技術開発 

５．３．１ 洪水予測に関する技術的課題、開発 

前節において、各河川事務所に導入されている洪水予測システムの精度は、未だ十分で

ないものも多く、引き続いて精度向上に努める必要があることを示した。入出力の不備等

のシステムに関する課題も多く存在すると考えられるが、洪水予測システムに導入されて

いる洪水流出計算自体に関して言えば、予測雨量の精度が満足でない、洪水流量観測およ

び観測雨量の誤差が不明、洪水流出モデルの不完全性、高度なフィルタリング手法が導入

されていない等の技術的課題が存在する。洪水予測全般に関する 新の技術的なレビュー

は文献 10)に網羅的に記載されているため、ここでは洪水流出モデルおよびフィルタリン

グについて河川事務所での普及状況や国総研の取り組みを述べる。 
５．３．２ 洪水流出モデル 

流出モデルについては、大学を中心としてレーダー雨量による詳細な時空間観測データ

や流域地形、土地利用の数値データを導入することでより高い精度の計算を目指した分布

型流出モデルの研究が進んでおり（例えば文献 11））、近年は河川事務所で採用される事例

数も増えている。分布型流出モデルは高度ではあるが、パラメータ数が集中型モデルと比

較して多い等、その高度さ故に開発者以外が利用することが難しいなど、集中型モデルと

比較すると河川事務所に導入するためのハードルがやや高いという側面も存在する。 
集中型モデルの代表的なモデルは貯留関数法であり、現在でも多くの河川事務所で貯留

関数法が採用されている。これは洪水予測システムの導入が始まった当初は河川計画等で

貯留関数法が も利用されていた実績があったこと、当時の計算資源が限定的であった等

を反映していると考えられる。貯留関数法を用いた洪水予測の課題として、飽和雨量 Rsa
は土壌の湿潤状態を反映したパラメータであるが、数時間後に生じる洪水に対して 適な

Rsa を事前に決定することが困難であることがあげられる。 
国総研では河川砂防技術研究開発公募により、今年度から 2 ヵ年（H25-26）にわたって

室蘭工業大学中津川誠教授に「流域貯留量を考慮した洪水予測手法の汎用性向上の研究」

を委託し、集中型モデルに関する開発を行って頂いている。 
今回の委託研究においては、洪水用の短期集中型モデルと並行して土壌の湿潤状態を計

算できる長期流出モデルを利用する。洪水時においては長期流出モデルで計算される土壌

の湿潤状態から得られる流出率を短期集中型モデルに与えることにより全ての洪水に対し

て一定の予測精度の確保を狙うものである。また、北海道、東北、北陸地方においては融

雪出水および融雪期の大雨により発生する洪水の予測が難しいことが多くの河川事務所に

おいて課題となっており、この委託研究においてはその課題にも取り組むこととしている。 
５．３．３ フィルタリング手法 

 ５．３．１で述べたように、洪水の予測には技術的に様々な項目について不確実性が介

在している。５．３．２で述べたような流出計算の開発は数多く行われているが、現時点

でそれぞれの技術的項目について不確実性が把握できていないため、現実のあらゆる洪水

に対して予測精度を把握し、精度良く予測することは難しい。 
そこで、現実的なアプローチとして現時刻における計算流量値と観測流量値の誤差を、
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以降の予測流量にのせるといった「実測調整手法」が多くの河川事務所の洪水予測システ

ムにおいて採られている。このような手法は極めて簡便な手法であり現場での導入が容易

である一方で、正式な確率統計理論に則っているわけではなく、任意の時刻について計算

流量値と観測流量値の間に一定量のバイアスが発生する洪水以外の洪水については精度良

く調整することができない。 
この分野においては、モデルの予測値とリアルタイムに得られる観測値から確率的に尤

もらしい状態量を確率統計論に基づいて推定するフィルタリングと呼ばれる分野が存在す

る。古くから様々な分野で利用されている有名な手法として「カルマンフィルタ」が挙げ

られるが、河川の現場技術者にとっては理論が難しい、または適用条件が厳しすぎて現場

で利用することができない等、現場における利用にはほとんど至っておらず、上述したよ

うな簡便な手法を採用しているのが現状である。 
立川らは、フィルタリングの分野で近年開発された粒子フィルタを、河川分野において

積極的に利用している。粒子フィルタはカルマンフィルタと異なり適用条件が広く、洪水

予測システム等にも実装が容易である。立川らは、河川の水位シミュレーションを行うダ

イナミックウェーブ法に粒子フィルタを適用し、ダイナミックウェーブ法によるシミュレ

ーションだけでは観測値を再現性することができないが、観測水位を用いてダイナミック

ウェーブ法のパラメータをフィルタリングすることにより実際の洪水に対して精度の高い

予測計算が行えることを示している 11)。 
河川砂防技術研究開発公募により「洪水予測技術の研究開発」を公募し、京都大学立川

康人准教授から提案のあった「粒子フィルタを用いた水位流量曲線および洪水追跡モデル

の同定とリアルタイム水位予測」（観測データとシミュレーション手法を粒子フィルタによ

り組み合わせて、信頼性のある水位流量曲線を作成する技術および、時々刻々の観測水位

を用いてモデルパラメータの値や境界条件を粒子フィルタにより逐次推定しながら予測計

算を実現する手法・実際の現場への適用に向けた技術開発）を委託した。 
５．４ 今後 

洪水予測の分野においては、レーダー雨量計による面的な降雨情報の利用が可能となり、

計算機の計算速度の向上などにより、分布型モデルの導入が進むとともに、精度向上に向

けて長期流出過程を考慮した貯留関数法の改良やフィルタリングによる誤差補正など研究

開発が進んでいる。 新の洪水流出モデルや高精度フィルタリング手法を研究レベルにと

どめず、積極的に現場展開し、その適用性検証および導入を図ることが重要である。 
 

６．まとめ 

本講演では、現実味を高めている大規模水害の実相を明らかにするとともに、大規模水

害対策において重要な役割を担う予測技術について現況をレビューし、予測技術の役割に

ついて論じたものである。 

第 2 章で東日本大震災（津波）、ハリケーン・サンディー（高潮）、内閣府の大規模水害

想定の１つである利根川首都圏広域氾濫（洪水）について、大規模水害の実相を把握する

ためにレビューを行った。 

- 42 -



東日本大震災では、想定を上回る津波により甚大な被害が発生したことや海岸保全施設

に過度に依存した防災対策であった教訓を踏まえ、住民等の避難を軸とする「 大クラス

の津波高」と海岸保全施設等による防護を中心とする「発生頻度の高い津波」を検討する

こととなった。このことは、津波に限定した問題ではなく、洪水、高潮についても低頻度

災害に対する防災を要請するものであり、洪水対策、高潮対策においても施設の規模を超

過した際の対応の検討を迫るものでる。 

米国のハリケーン・サンディーへの対応は、一方で事前対策の不十分さを指摘する点も

あるが、ハリケーン上陸 3 日前から周到な準備がなされ、その被害を 小限に止められた。

これを支えたのが、予測を担当した NWS と危機管理部局との連携であった。 

利根川首都圏広域氾濫は、我が国で初めて大規模水害を取り扱った被害想定である。大

規模水害においては、避難も大規模となるため、リードタイムをどれだけ確保できるかが

極めて重要となる。専門調査会の報告書においても予測に対する期待が込められている。 

第 3、4、5 章で、洪水予測の基本となる降雨観測、降雨予測、水位予測について現状を

レビューした。降雨観測は国土交通省が導入した XRAIN により、リアルタイムかつ高精

度、高解像度な雨量情報の利用が可能になり、予測精度の向上に大きく寄与するものと期

待される。また、気象庁の降雨予測についても、近年その精度向上が進んでおり、さらに

短期予測は XRAIN の活用により一層の精度向上が見込まれるとともに、降雨面からの洪

水予測態勢の整備が進みつつある。 
また、水位予測の分野においても、誤差評価をリアルタイムに取り込む粒子法の導入や

長期流出過程の導入による貯留関数モデルの改良により予測精度の向上が見込まれる。さ

らに、従来の確定論的な予測からアンサンブル降雨予測や粒子法を活用した確率論的な予

測が可能となる。 
ハリケーン・サンディーでは高潮堤防の整備に消極的であった米国においては、潮位が

そのまま堤内地のリスクとなるという事情が危機管理部局の判断を単純化できた側面もあ

る。一方、河川氾濫の場合には水位がそのまま堤内地のリスクとならず、堤防の破堤によ

りリスクが顕在化するため、決壊を予測することが必要となる。しかし、河川堤防の決壊

箇所を事前に予測することが困難であるため、大規模水害の発生を想定して事前に備える

ためには、可能性のある決壊パターンをすべて網羅した浸水想定区域を対象とする必要が

あり 4）、高度な判断を必要とする。 

以上のように洪水予測技術は、避難を中心とする大規模水害対策において、リードタイ

ムを稼ぐとともに、タイムラインを設定する上で非常に重要な技術であり、確実に進歩し

てきている。学術分野でのこうした研究開発の成果を河川管理の実務に実装する上での課

題を抽出しつつ改良を加えていくことが重要である。 

一方、降雨予測や洪水予測には、モデルとしての不確実さとともに自然公物である河川

を対象とすることによる不確実さが伴っており、さらに氾濫予測における決壊のように予

測できないことを前提に判断せざるえない要因もある。 

危機管理責任者には、こうした状況を踏まえた高度な判断が要求されることになり、実

務に予測を活用するためには、危機管理責任者の意思決定を支援する情報が不可欠であり、
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予測精度に関する正確な情報の提供とともに、事前に流域のリスク評価や可能な適応策を

検討しておくことも必要である。また、予測サイドと意思決定サイドの連携が重要であり、

予測‐意思決定のシミュレーションを事前実施しておくことも重要である。 

さらに、避難行動の主体である住民に対して低頻度大規模水害の実相をわかり易く提示

するとともに、予測の限界性について予測サイド、意思決定サイドと共通認識を持つこと

が、円滑な避難行動の実現には不可欠である。 

 

最後に、XRAIN については河川研究部水循環研究室土屋修一研究官、降雨予測、洪水予

測については同猪股広典研究官に協力いただいたことを記す。 
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下水管ストックマネジメントの最新動向 

下水道研究部長 髙島 英二郎   

  

１．はじめに 

明治 33 年（1900 年）制定の旧下水道法において、「下水道と称するは土地の清潔

を保持する為汚水雨水疎通の目的を以て布設する排水管其の他の排水線路及び其の附

属装置を謂う」と定められた。明治期に、横浜、東京などが先駆となり築造が始めら

れた下水管であるが、急速に整備が進められたのは昭和 33年の現行下水道法が制定さ

れ、組織や事業制度が整ってきた頃からである。現在（平成 24年度末）において管路

ストックは地球 11 周強に相当する 45 万㎞に及ぶ膨大な延長に至るとともに、築造後

50年以上を経過する管路が今後急増することとなる（図-1参照）。 

一方、人口減少や少子高齢化の時代に入ったことで、一層の財政逼迫が予想され、

料金収入の減少等による下水道事業経営の脆弱化が懸念されている。今後、老朽化し

ていく施設を、限られた予算内で、適正に管理し機能の持続性を確保するとともに、

施設の長寿命化を図る等、ストックマネジメントの取り組みが重要である。 

国総研下水道研究部では、ストックマネジメントの導入にあたり必要となる、劣化

判定基準の作成、管路の健全率予測式の作成、調査診断手法の開発等の各種研究及び

提案を行ってきた。ここでは、これまでの国総研におけるストックマネジメントに関

する研究成果を中心に述べる。 

 
図－1 管路の年度別整備延長 
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２．増大する管路ストックと老朽化問題 

２．１ 管種別の状況 

管路の年度別整備延長を管種別に見ると（図－2参照）、累積で最も多いのは塩化

ビニル管であり、全体の約５割を占める。塩化ビニル管の歴史は比較的浅く、下水道

協会規格（JSWAS）が定められた昭和 49年以降に急速に普及した。次いで多いのはコ

ンクリート管であり、全延長の約４割を占める。コンクリート管は、下水道事業が本

格化する昭和初期より多用され、30年以上経過した管路の半分以上を占める。また、

陶管は昭和以前より使用され下水道普及に貢献してきた管材であり、30年以上経過し

た管路の約２割を占めているが、近年の新設整備量は年間 50km 程度と極めて少ない。 

 
図－2 管種別管路延長内訳 

 

２．２ 管路老朽化による道路陥没 

管路の老朽化等を表す指標の１つに道路陥没件数がある。国総研では、平成 18年度

より、下水道事業を実施する全自治体を対象とし、毎年発生する管路に起因する道路

陥没件数を調査している。道路陥没は年間 4 千件前後で推移しており、大きな地震が

発生すると、発災年及びその翌年は陥没が多くなる傾向にあるが、経年的に見ると近

年増加傾向は見られていない（図－3参照）。 

管路延長あたりの道路陥没件数は管路 100 ㎞当たり 1件/年であるが、施工年度ごと

に見ると、昭和 50年以前に施工された管路は、陥没件数が顕著に高い傾向を示す（図

－4参照）。 

陥没原因となった管路の管種に着目すると、約半数は陶管であることが分かってい

るが、道路陥没の傾向には、陶管規格の変遷等が関わっていることが最近の分析で分

かってきた。 

- 46 -



 

図－3 管路施設に起因する道路陥没件数の推移 

 

図－4 施工年度ごとの管路延長あたり道路陥没件数 

 

陶管は、昭和 48年以降に製造方法や仕様が大きく見直され、強度の段階的な向上（φ

150：1667kgf/ｍ→2860kgf/ｍ）、有効長の延伸化（660 ㎜→1000 ㎜）、受け口の成形

方法の改良（手仕上げ→自動化）、止水性能の向上（モルタル→圧縮ジョイント）な

ど技術的な進歩があった。昭和 50年頃以降に施工された管路で陥没件数が少なくなっ

ている理由としては、経過年数が短いだけでなく、陶管の耐荷力や止水性能等が向上

したことも挙げられると考える。 

陥没件数を管路施設の部位別（本管、取付管、マンホール、桝の各部位と各々の接

続部）で見ると、取付管及び他部位との接続部で全体の 3/4 を占める陥没が発生して

いることが分かる（図－5参照）。取付管とは、敷地の下水を集める枡(ﾏｽ)と管路（本

管）とを接続するための管をいう。 
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取付管は、枝付き管（本管）を用いることが推奨されるが、新たな宅地造成や人口

増加等により取付管の後付けを余儀なくされる場合、下水道本管を削孔する必要性が

あることから施工不良が生じやすくなる。また、土被りが浅く、勾配も急な部分があ

るため、交通荷重を受けやすく、施工（埋戻し土の締め固め）も煩雑になることが要

因と考えられる。 

また、陥没の発生件数全体の約６割が深さ 20cm 未満、約９割が 50cm 未満であり、

人身事故につながったものは全体件数の 0.2％、物損事故については 0.5％であること

も分かっており、被害の大きさを重視した、効率的な予防策を立てる必要がある。 

 

※全国集計値（H18～21 年度）、合計 17178 件 

図－5 道路陥没部位の内訳 

 

３．管材の劣化進行 

３．１ コンクリート管と塩化ビニル管の劣化特性の違い 

コンクリート管と塩化ビニル管は、材質及び構造が異なるため劣化特性が異なるこ

とが明らかになってきている。 

図－6 は、国総研が所有する管路劣化データベースを基に、コンクリート管及び塩

化ビニル管の劣化項目毎の割合を示したものである。コンクリート管の構造的な特性

として、剛性管であるためたわみにくいが破損・クラックが生じやすく、また管路内

で発生する硫化水素により腐食が生じやすい特性がある。一方、塩化ビニル管は構造

的な特性として、可とう管であるためたわみやすい。また、耐薬品性に優れており硫

化水素による腐食は生じにくい特性を有する。 
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※22 都市、約 10万 6千スパン  ※32 都市、約 1万 2千スパン 

 

 

３．２ 下水道維持管理指針の劣化判定方法 

管路施設の劣化状態は、図－7に示す通り、自走式 TV カメラ等を用い管路内の腐食

やクラック等の劣化箇所を A～C ランクに区別された判定基準により判定するのが一

般的（下水道維持管理指針-2003 年版‐）である（写真－1、表－1参照）。TV カメラ

調査で得られた結果は、管 1 本毎に整理・評価し、さらに１スパン全体（マンホール

間隔）を改築するか、部分的な修繕とするかについて判定を行うこととなる（緊急度

判定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－7 緊急度判定フロー 

  

管の腐食
12%

上下方向の

たるみ
7%

管の破損
12%

管のクラック
19%

管の継手ズ

レ
12%

侵入水
24%

取付け管

突出し
9%

油脂の付着
0%

樹木根侵入
2%

モルタル付着
3%

スパン毎の緊急度の判定 

TV カメラ調査結果等の整理 

管 1 本毎の評価 

（管の破損・クラック等） 

管路の腐食評価 管路のたるみ評価 
スパン全体の不良発生率の算定 

スパン全体の評価 

（ランク付け） 

スパン全体の評価 

（ランク付け）

スパン全体の評価 

（ランク付け） 

不良発生率評価 

コンクリート管 塩化ビニル管 

図－6 管種別（コンクリート管・塩化ビニル管）劣化項目の割合 
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ここで、下水道維持管理指針の判定基準は、主にコンクリート管等（遠心力鉄筋コ

ンクリート管を含む）及び陶管といった剛性管を対象とした基準である。 

先に触れた通り、昭和 50年以降、塩化ビニル管が急速に普及し、今や全国の布設延

長の約５割を占める主流の管材である。特に中小都市においては大半が小口径の塩化

ビニル管であり、今後の維持管理においては、塩化ビニル管の劣化状況を適切に把握

することが、より効果的な予防保全及び長寿命化対策の実施に繋がる。塩化ビニル管

使用の実績がようやく 30年を越えたことを踏まえ、塩化ビニル管の判定基準の作成が

可能となった。 

３．３ 塩化ビニル管の不具合事例 

 塩化ビニル管に関する不具合は、整理された情報が少ないため、全国の自治体から

劣化状況を記録した TV カメラ調査結果を収集した。しかし、可とう管特有の劣化に

ついては現在の判定基準に該当項目が存在しないため、既往の TV カメラ調査では劣

化として整理されておらず、それらの実態はつかめなかった。 

 そこで、塩化ビニル管が普及し始めた時期（昭和 40 年後半～50 年代）に布設され

た管路 2.4 ㎞（115 スパン）を対象に TV カメラ調査を実施した。調査の結果、可とう

管の劣化の特徴として、偏平と破損などの劣化が併発している（写真－2 参照）割合

が高かった。また、管体内面への局所的な凸状の突出し現象（以下、変形という）が

見られた（写真－3参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－2 偏平と破損併発の事例（塩化ビニル管） 写真－3 変形の事例（塩化ビニル管）

偏平
全体的断面変化

変形
局所的断面変化 

写真－1 コンクリート管の劣化事例 

腐食Ａランク 取付管突出しａランク 

破損 
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３．４ 塩化ビニル管の判定基準 

国総研では、塩化ビニル管の耐荷性能試験や実態調査結果をもとに、劣化判定基準

（案）を作成した（表－1 網かけ部）。可とう管特有の、偏平、変形の項目を追加し

たほか、軸方向クラックについては、荷重によりクラックが進行し破壊に至る可能性

を考慮し、大きさに関わらずａランクとした。円周方向クラックは、クラックの有無

により耐荷力に差は出ないが土砂流入の可能性を考慮し、クラック幅によりランク設

定した。さらに継手ズレについては、塩化ビニル管の場合、管径により継手部寸法が

異なるため、独自の判定基準を設定した。 

これらは、現在改訂作業中の下水道維管理指針に反映される予定である。 

 

 

項目 適用

管の腐食 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 鉄筋露出状態 骨材露出状態 表面が荒れた状態

項目 適用

欠落

軸方向のクラックで

幅：5㎜以上

欠落

軸方向のクラックが

管長の1/2以上

亀甲状に割れている

軸方向のクラック

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
陶　管

脱　　却
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管：70㎜以上
陶　　　　　　管：50㎜以上

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管：70㎜未満
陶　　　　　　管：50㎜未満

塩ビ管 脱　　却 接合長さの1/2以上 接合長さの1/2未満

噴き出ている 流れている にじんでいる

本管内径の1/2以上 本管内径の1/10以上 本管内径の1/10未満

内径の1/2以上閉塞している 内径の1/2未満閉塞している ―

内径の1/2以上閉塞している 内径の1/2未満閉塞している ―

内径の3割以上 内径の1割以上 内径の1割未満

偏平  塩ビ管 たわみ率15％以上の偏平 たわみ率5％以上の偏平 ―

変形
（内面に突出し）

塩ビ管
白化または本管内径の
1/10以上内面に突出し

本管内径の
1/10未満内面に突出し

―

モルタル付着

管の継手ズレ

浸　入　水

取付管突出し

油脂の付着

樹木根侵入

陶　管
円周方向のクラックで

その長さが円周の2/3以上
円周方向のクラックで

その長さが円周の2/3未満
―

塩ビ管 円周方向のクラック幅5㎜以上
円周方向のクラックで

幅：2㎜以上
円周方向のクラックで

幅：2㎜未満

軸方向のクラックが
管長の1/2未満

―

塩ビ管 ― ―

管の円周方向
クラック

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
円周方向のクラックで

幅：5㎜以上
円周方向のクラックで

幅：2㎜以上
円周方向のクラックで

幅：2㎜未満

管
１
本
ご
と
に
評
価

ランク
ａ ｂ ｃ

管の破損及び
軸方向クラック

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
軸方向のクラックで

幅：2㎜以上
軸方向のクラックで

幅：2㎜未満

陶　管

内径の1/2未満

管渠内径

700㎜以上～

1650㎜未満
内径の1/2以上 内径の1/4以上 内径の1/4未満

管渠内径

1650㎜以上～

3000㎜未満
内径の1/4以上 内径の1/8以上 内径の1/8未満

ス
パ
ン
全
体
で
の
評
価

ランク
A B C

上下方向の
たるみ

管渠内径
700㎜未満

内径以上 内径の1/2以上

表－1 判定基準（下水道維管理指針改定調査専門委員会へ提案） 
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４．管路の劣化調査の現状と課題 

管路の健全度を把握するための劣化調査は、ストックマネジメントの導入において

欠かすことの出来ない重要な事項である。 

現在の管路の劣化調査は、視覚調査にて行われることが一般的であり、大口径（800

㎜以上）においては人の出入りが可能であれば作業員による直接目視調査、人の出入

りが不可能な中小口径（800 ㎜未満）では TV カメラ調査が行われる。また、流量が大

きいために管路内の作業が困難な路線や、有毒ガスからの労働者の安全確保のため、

大口径管においても船体型や車両型の TV カメラ調査が採用されてきている。 

一般的な TV カメラを用いた調査は、マンホール間を一工程とし、管路内の映像を

地上のオペレータ室内のモニターTV に映し出し、オペレータの判断により劣化状況を

把握するものである（図－8参照）。TV カメラは、走行中は前方の状況を映し、不具

合箇所では一旦停止後、レンズを回転させ壁面の状況を側視し劣化の判定を行う。有

線式で、起点となるマンホールから 100ｍ以上の走行が可能である。１日当たりの作

業量は、劣化の程度により差違があるが、標準的には 300ｍ/日程度である。 

 

 

図－8  TV カメラ調査の概念図 

 

現状の TV カメラ調査については、現場において撮影から劣化状況判定、ビデオ編

集までを実施することから、現場での拘束時間が長くなる。また、不具合発見や程度

の判定はオペレータの技量に左右される部分があり、成果品の精度にバラツキが生じ

やすいという問題がある。この問題の解決の方向性については６で一部後述する。 

調査の頻度については、下水道維持管理指針に「供用開始後経過年 0～30 年では、

潜行目視調査又は TV カメラ調査は 10年に 1回」の記載があり、管路の平均経過年数

と道路陥没件数の関係や、維持管理を積極的に実施している自治体の実績に基づき設

定された、いわば理想的な設定例である。これに対し、全国での管路劣化調査の実態

としては、年間の調査延長が総管路延長の 1％程度となっており、理想と実態の大き

な乖離が見られる（図－9参照）。 

本格的な維持管理時代に向け、早く、安く、適切な精度で管路調査診断を実施でき

る調査手法及び機器開発が必要となっている。さらに、調査頻度について、管路の経
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過年数による劣化の進行を表す、後述する健全率曲線の成果等を活用して設定する方

法についても検討すべきである。 

 

図－9 管路の調査実施率（H21 年度） 

 

５．管路の劣化予測（健全率予測式の作成） 

改築計画の立案や点検調査頻度を決めるには、管路の劣化が経過年数とともにどの

ように進行し、いつの時点で補修や改築を実施する必要があるかを把握する必要があ

る。このためには、自走式 TV カメラ等による多くの劣化診断調査データを基に、健

全率予測式を作成することが有効である。健全率予測式は、改築等の対象となる管路

の割合が、経過年数とともにどのように推移するかを予測する式である。 

健全率とは、全体資産数に対する健全資産数の割合であり、これを経過年数毎にプ

ロットし、プロットの近似を取ったものが健全率予測式である（図－10、11 参照）。 

健全率は、12都市から得られた約 17万スパンの TV カメラ調査結果を用い、経過年

数ごとに緊急度割合を整理して求めた。調査判定項目と基準は、都市によって異なる

場合があるため、「管路施設の緊急点検実施マニュアル（案）」に基づき、調査判定

基準を統一させることで緊急度を判定した。緊急度は、緊急度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、劣化なし

に分類した。健全率予測式は、直線近似式（図－10）、ワイブル分布式（図－11）等

の近似式を算出し公表している。これらの成果は、「下水道施設のストックマネジメ

ント手法に関する手引き」にも反映され、多くの自治体における長寿命化計画策定に

活用されている。 

 より詳細で精度の高い維持管理計画や改築事業計画の策定には、各下水道事業体の

有する管路の布設条件や使用している管種等の個々の特性に配慮した、事業体固有の

健全率予測式の作成が望まれる。しかしながら、下水道事業体ごとで保有する管路の

劣化の情報（TV カメラ調査結果）は極めて少ないことから、事業体固有の健全率予測 
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図－10 健全率曲線と健全率予測式（直線近似式） 

 

 

図－11 健全率曲線と健全率予測式（ワイブル分布式） 
 

式を作成することが困難な状況である。このため国総研では、ストックマネジメント

支援の一環として、８政令市４中核市から提供された下水道台帳データ及び TV カメ

ラ調査データをデータベース化し、『管路劣化データベース』として公開している。こ

れにより、健全率予測式を作成しようとする事業体は、本データベースから任意の条

件のデータを抽出し、これに自らが保有するデータを加えることで、適正な予測式の

作成が可能となる（図－12 参照）。 
健全率曲線を作成することにより、補修又は改築事業量の予測、劣化調査の標準的

頻度の設定等に役立てることが期待される。 
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図－12 管路劣化データベース

 

 

６．効率的な調査診断手法 

前述した通り、管路のストックは膨大であり、経過年数の少ない（不具合の少ない）

管路に最初から TV カメラ調査を実施すると、調査が追いつかないのが現状である。

管路に起因する事故を防止し、ライフサイクルコストを低減するため、管路内を早く

安く適切な精度で調査できる手法が求められている。 

 

６．１ 管口カメラによるスクリーニング調査 

管口カメラとは伸縮可能な操作棒の先にカメラとライトをつけた調査機器である

（写真－4）。マンホールに挿入することで、調査者が地上にいながらズーム機能を使

って管内を点検・調査するものであり、既存の詳細調査（TV カメラ調査）に比べ、安

価で短期間に多くの管路を調査することが可能である。国総研下水道研究室では管路

の予防保全のための維持管理の推進と適切な改築、修繕の実施に向けて、既存の詳細

調査（TV カメラ調査）とスクリーニング調査（管口カメラ調査）を組み合わせたスク

リーニング併用型調査手法の有効性の検討を行った。 

スクリーニング併用型調査は TV カメラによる調査の前段で、管口カメラ調査を実

施することで、調査箇所の絞り込み（スクリーニング調査）を行い、調査の効率性（経

済性、調査延長）を向上させることを目的とするものである。スクリーニング併用型

調査の概念を図－13に示す。 
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写真－4 管口カメラ     図－13 スクリーニング併用型調査のフロー 

 

関西地方の 2 都市の協力を得てφ200～400 の円形管（管路延長約 4.5km、スパン数

203）を対象に管口カメラ調査を実施し、より実態に即した管口カメラ調査の可視域の

検証を行った。なお、TV カメラ調査はＡＢＣランクの判定を行っているのに対し、管

口カメラによるスクリーニングでは不具合の有無のみの判定とした。検証の結果、管

口カメラによるクラック、破損の可視域は約 3ｍ（取付管突出や木根侵入等の管内部

に発生した不具合は、管口から 15ｍ程度）であり、この範囲内に発生した不具合であ

れば管口カメラでのスクリーニングが概ね可能であることが確認された。 

続いて管路内に発生するクラック等の不具合が、管路内のどの位置に発生するのか、

その発生傾向を国総研が所有する TV カメラ調査結果データをもとに明らかにした。

まず、ヒューム管 649 スパン（不具合 2,704 箇所）の TV カメラ調査結果データから、 

A ランク（重度）および B ランク（中度）の不具合を対象に、マンホール（管口）か

ら発生箇所までの距離（不具合発生距離）を整理し、集計を行った。一例としてクラ

ックの集計結果を図－14 に示す。クラックの場合、管口から 0～3ｍの区間に 60％の

不具合が集中している。これは、下水道管路の構造上、管口付近に応力が集中するた

めと考えられ、管口付近を適正に調査することで、スパンの劣化の概況を判断するス

クリーニングが有効であると推察される。 

前述した現地調査の結果から管口カメラによる破損、クラックの視認範囲を 3 メー

トルと仮定し、国総研が所有する不具合の発生した下水道管路スパンのデータのうち、

どの程度がスクリーニング可能かを検証したところ、76％がスクリーニング可能との

結論が得られた。 

 

調査の実施

調査優先
順位の判定

対策の実施

詳細調査
※3

START

OK
必要なし

優先順位
中

優先順位
高

机上
スクリーニング

※1

スクリーニング
調査※2 異常あり異常なし

異常なし

異常あり

対策の判断、実施

※1 経過年数、現場条件等により総合的に判断
※2 管口カメラによりA,Bランクの不具合の有無を判定
※3 管口カメラで異常が確認された箇所に対して、TVカメラ調査を実施
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図－14 クラックの発生傾向（累計） 

 

次に、スクリーニング併用型調査のコスト面での優位性に関して検証を行うため、

スクリーニング併用型調査と TV カメラのみで調査を行った場合との調査コストの比

較を行った。なお、スクリーニング併用型調査の場合、不具合が確認された管渠に対

して再度 TV カメラ調査を行うことから、不具合が少ない管渠（=経過年数が少ない管

渠）ほど、「TV カメラ調査のみ」に比べ、経済的に優位となるといえる。本検討では

調査区域全体における不良管路延長の割合を管路健全率予測式より概算し、経過年数

ごとの比較を行った。主な検討条件、検討結果を図－15に示す。 

限られた財源で膨大な管路延長の調査を行う場合、対象とする管路の経過年数が 30

年以下であれば、TV カメラ調査のみと比較して単純なコスト比較で１/５～２/５と経

済的に大きな優位性を持つため、この期間にスクリーニング併用型調査を運用するこ

とで調査の効率化を図ることができる。 

ただし、管口カメラの視認範囲外にのみ不具合が存在する場合、スクリーニング調

査では異常なしと判断されてしまうため、50年以上経過した老朽管や交通量の多い重

要路線については最初から詳細調査を実施するなどの判定を行う、机上スクリーニン

グが重要である。 
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図－15 調査コスト比較 

 

 

６．２ 下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト） 

（Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High technology Project） 

  

国土交通省では、エネルギー利活用の効率化やストックの有効活用等を推進するた

め、革新的技術について実規模レベルの施設及びフィールドで技術的な検証を行う「下

水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）」を平成 23 年度から開始した。そ

の一環として、平成 25年度に「管渠マネジメントシステム技術に係る革新的技術」（以

下「本プロジェクト」とする）を実施中である（図－16参照）。 

これまでの管路調査は、高額な調査費用と低い日進量が課題となっており、全国

的な調査実施率は非常に低い状況にある（図－9参照）。短期間かつ低コストで多

くの管路を調査するには、詳細な調査を必要とする管路を抽出するためのスクリー

ニング調査等が有効であるが、適用可能な機材や必要な性能等に関する実証データ

は少ないという課題が生じている。本プロジェクトでは、スクリーニング調査等を

用いる効率的な管路マネジメントシステム確立のため、技術の性能や劣化診断精度

等について実証を行うとともに、技術ガイドラインとしてとりまとめ、全国への技

術展開を図ることを目指している。 
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図－16 管路マネジメントシステムのフロー 

 

６．２．１ 高度な画像認識技術を活用した管路マネジメントシステム 

 本技術は、日本下水道事業団・日本電気(株)・船橋市共同研究体による提案技術であ

る。無停止での全周画像撮影、機械学習による不具合自動検出、レーザー投影による不

具合検出、管路内の走破（障害乗り越え）性能の向上等により、調査の速度等を向上す

ることを目指している。また、調査結果を保管・管理し、管路台帳システムへ自動で取

り込む機能も有しており、下水道管路の長寿命化対策やアセットマネジメントを効率的

に実施できることが期待される（図－17、図－18参照）。 

 

 

図－17 実証調査体系図 

 

- 59 -



 

 

図－18 スクリーニング調査用 TV カメラ 

 

６．２．２ 管口カメラ点検と展開広角カメラ調査 及びプロファイリング技術 

を用いた効率的管路マネジメントシステム 

 本技術は、管清工業(株)・(株)日水コン・八王子市研究共同体による、管口カメラ（写

真－5参照）と電気伝導度計（写真－6参照）を用いたスクリーニングと、広角展開カメ

ラ（写真－7参照）と管路形状プロファイリングシステム（写真－8参照）を用いた詳細

調査技術、さらに情報管理システム効率化を組み合わせたものである（図－19参照）。 

 スクリーニング調査では、携行性が高い管口カメラを用い、調査コストの大幅な削減

が期待できる。電気伝導度計による調査は、浸入水（地下水、雨水）と汚水との電気伝

導度の違いを利用して浸入水の割合を感知することにより、浸入水発生領域を絞り込む

ものであり、面的な調査優先度を把握する上で有効である。 

詳細調査技術としては、展開広角カメラは直進するのみで管路内全周の展開画像を作

成するとともに、傾斜計測機能を内蔵し管路縦断勾配を把握することができる。管路形

状プロファイリングシステムは、レーザー光線を管内壁に照射することにより管内壁を

精密に計測し、腐食による減肉量や変形等を把握する技術である。通常のTVカメラ調査

では把握できない形状の異常を精緻に計測することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－19 実証調査体系図 
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写真－5 管口カメラ（改良型）     写真－6 電気伝導度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－7 展開広角カメラ＋傾斜計測    写真－8 管路形状プロファイリング 

 

６．２．３ 広角カメラ調査と衝撃弾性波検査法による効率的管路マネジメントシス

テム 

本技術は、積水化学工業(株)・(財)都市技術センター・河内長野市・大阪狭山市共同

研究体による、広角カメラによるスクリーニング調査と衝撃弾性波検査法による詳細調

査の組み合わせによる管路マネジメントシステムである（図－20参照）。 

 広角カメラによるスクリーニング調査は、直視走行だけで管内状態を効率的に把握す

ることが可能な広角カメラ（写真－9参照）を用い日進量の向上を図る。詳細調査では、

衝撃弾性波検査法（写真－10参照）により管体の耐荷力を計測することで、修繕か長寿

命化対策かの適正な判定が可能となる。衝撃弾性波検査法とは、検査対象管の頂部にイ

ンパルスハンマーで衝撃を与えたことで発生する弾性波（振動）を受信センサーで計測

し、周波数分布の特性を解析することで、対象管の状態を把握する非破壊検査法である。

さらには、管路情報管理システムによる緊急度判定支援技術により、データ管理の効率

化や緊急度判定等の計画策定を支援することが期待される。 

 

以上３件のB-DASHプロジェクトは現在、実証フィールドにおいて各種運用調査、評価

に向けたデータ収集が進められている。B-DASH採択技術を始め、効率的な管路調査技術

が広く発展普及することを目的に、ガイドラインをとりまとめる予定である。 
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図－20 実証調査体系図 

 

 

 

 

 

 

 

７．老朽管路の改築 

７．１ 管路更生工法の概要 

更生工法とは老朽管内面に新たに管を構築することにより、管路の更生および流下

能力の確保を行う工法である（図－21参照）。道路を掘削することなく改築更新が可

能な工法として更生工法は着実に施工実績を伸ばしており、管路の長寿命化や耐震化

を図る上で、今や不可欠な技術となっている（図－22参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜複合管タイプ＞            ＜自立管タイプ＞ 

 

更生材 

（樹脂､繊維等） 

既 設 管 

写真－10 衝撃弾性波検査

法

写真－9 広角カメラ 

図－21 管路更生工法 
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 図－22 管路更生工法の施工実績（年度毎） 

 

更生工法は現在でも多種多様な工法が開発されており、工法ごとに施工方法、材料、

強度、適用範囲等が異なっている。また、現場において完成品である更生管を構築す

る工法であることから、多くは半製品として現場に納入された材料を加工する現地製

作品であり、施工にあたっては工法毎に定められた管理手順、管理値を遵守し、関連

仕様書に基づき、適正に管理を実施する必要がある。 

 上記の観点からすでにISOでは下水道管路更生工法に関する国際規格ISO11296s（非

加圧地下排水及び下水網の修復用プラスチック配管システム）が発行されているもの

の、同規格は欧米における設計の考え方に基づくものであり、耐震性能等の考え方等

が日本と異なるため、日本の施工条件を踏まえた国家規格（JIS 規格）の作成が求め

られている。 

 

７．２ 管路更生工法の JIS 化 

更生工法について、提供者（メーカー）、利用者（下水道事業者）間の調整を国が

中立的な立場から行う必要があることから、国総研下水道研究室では我が国における

更生工法の品質確保、国内の更生工法の海外展開の促進等の観点から、平成 23年度に

下水道管路更生工法 JIS 規格検討委員会を設立した。同委員会にて議論を重ねた結果、

平成24年度末にISO規格と国内の施工条件を考慮した更生工法の国家規格（JIS規格）

原案の作成を行った。 

JIS 規格原案では密着管、現場硬化管、ら旋巻管、組立管の 4 工法における更生材

製造段階、更生管施工段階それぞれの要求性能、品質確保のための取り組みについて

- 63 -



規定している。また更生管の設計手法についても既存の国内団体規格をもとに整理し

ている。 

今後は工業標準化法にもとづき、国交省、経産省の共管により JIS 規格の策定手続

きを進めていくこととしている。JIS 規格の策定により発注者、工法メーカー、施工

者それぞれの立場から更生工法の品質確保に向けた取り組みが進展することが期待さ

れる。 

 

８．おわりに 

 公共下水道事業主体である市町村（流域下水道は都道府県）の財政事情は厳しく、

また、下水道財源は汚水対策については多くを使用料で賄うことになっているが、使

用料の設定を高くすることは認められにくい状況である。下水道統計によると、全国

ベースの管路維持管理費は年間約 1200 億円であり、管路累積延長は増加しているにも

関わらず、管路延長当たりの維持管理費は減少傾向となっている。 

 予算、人員等の制約がある中で、下水道の機能は持続的に維持・改善していかなけ

ればならない。ライフサイクルコストの低減の為、必要性を説得できる材料を用意し

た上で、適切な維持管理予算を確保していくことが重要である。 

 長年にわたる経験・実績の情報を集約・分析し、将来に向け、安全性の確保、施設

機能の保全、ライフサイクルコスト低減等を達成していく必要がある。また、特に低

コスト化につながる技術開発を誘導及び評価することも、国の役割として重要なもの

と考える。 

 本稿で述べたように、下水道施設のうち管路のストックマネジメントのみを概観し

ても、その内容は非常に多岐にわたっている。国総研では、適切なストックマネジメ

ントの実現・向上のため、知見、技術の拡充、情報発信を進めていくこととしており、

関係各位のご協力、ご助言をお願いする次第である。 
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港湾施設のライフサイクル関連技術の動向 
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港湾施設のライフサイクル関連技術の動向 

 

港湾研究部長 小泉 哲也  

 

１．はじめに  

我が国の社会インフラの点検・維持管理について社会的関心が高まり，今後の更新

時期を迎える施設の対策費の増大など，これまで以上に維持管理に関する取り組みが

問われている．港湾施設は施設量の増加とともに，今後急速な老朽化の進展が見込ま

れていて，本年6月の港湾法一部改正により技術基準対象施設について定期的に点検を

行うこと，点検の方法の詳細を省令で規定することとされる等，高齢化する港湾資産

の増大への対応が一層重要課題となっている． 

老朽化施設を長期にわたって有効に活用するためには，維持管理費用の 小化を図

りつつ，実行可能な点検手法の検討が必要であるが，実態は，点検診断を実施するた

めのリソースの不足により，充分な点検が実施されず，安全性・機能性の確保ができ

なくなること，維持管理コストが増大することなどが懸念される．そこで，港湾施設

の点検診断・補修等対策技術，ライフサイクルコスト(LCC)縮減等に関する研究，消波

ブロック被覆堤の期待補修費を考慮した維持管理手法に関する研究など，港湾施設の

維持管理の技術のあり方・今後の課題等について港湾政策との関連を踏まえつつ紹介

する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１．１ 建設後 50 年以上経過する岸壁の割合［国土交通省港湾局調べ］ 

母数：岸壁約 5,000 施設※※国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾の公共岸壁数（水深 4.5m 以深）
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２．港湾の施設の点検診断・維持管理に関する取り組み状況 

 

２．１ 技術基準類の整備 

（１）港湾施設の計画的かつ適切な維持管理の重要性の高まりを受け，港湾施設の維

持管理については，交通政策審議会港湾分科会答申「安全で経済的な港湾施設の整備・

維持管理システムのあり方について」（平成17年12月26日）の中で， 

・維持・改良費用の 小化 

・施設の安全性の確保（事故防止） 

・既存の港湾施設の点検診断の強化，計画的な維持修繕の実施による施設のライフ

サイクルの延命化が必要 

・港湾施設の計画的な維持補修を実施するための点検診断計画及び維持補修計画の

策定，これらに基づく港湾施設の適切な維持管理の推進 

等の方針が示された． 

（２）これを受け，国土交通省港湾局では，港湾施設の計画的かつ適切な維持管理を

推進するため，平成19年4月に「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」(技術基準

省令)を改正し，「技術基準の維持に関し必要な事項を定める告示」（維持基準告示）

を整備し，以下のように規定した． 

・技術基準対象施設は，定期点検診断，補修方法などを示した維持管理計画に基づ

き適切に維持されるものとする．（省令） 

・技術基準対象施設の維持に当たっては，施設の損傷，劣化その他の変状について

の点検及び診断並びにその結果に基づく施設全体の維持にかかる総合的な評価を

適切に行った上で，必要な維持工事を適切に行うものとする．（省令） 

・維持管理計画等は設置者が定めることを標準とする．（告示） 

図－１．２ 桟橋上部工下面の状況 

鉄筋の腐食によるコンクリートの剥離 (提供：港空研) 
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・維持管理計画等に定める事項，その他の基本的事項．（告示） 

・専門技術者の適切な関与の下で維持管理を計画，実施すること．（告示） 

・施設の建設等の許可申請・届け出に当たって，維持管理の方法を明示すること．

（告示） 

（「技術基準対象施設」は，水域施設（航路等），外郭施設（防波堤等），係留施設

（岸壁）等11施設が規定されている．） 

（３）維持管理計画書の作成や維持管理業務に当たっての技術的支援として，平成19

年10月に「港湾の施設の維持管理計画書作成の手引き」（以下単に「手引き」．）及

び「港湾の施設の維持管理技術マニュアル」（以下単に「維持管理マニュアル」．）

を作成している． 

手引きでは，技術基準対象施設のうち，港湾の代表的な6種類の構造形式（横桟橋，

矢板式係船岸，重力式係船岸，重力式防波堤，泊地，ＰＣ箱桁橋）と，小規模施設を

対象に，維持管理計画書の作成例とその作成に当たっての留意点として，対象施設の

維持管理の前提条件を設定（維持管理レベルの設定等），点検診断計画（日常点検，

一般定期点検診断，詳細定期点検診断，一般臨時点検診断等），異常時における点検

診断（過大な外力が作用した場合や施設に突発型の変状が発生した可能性がある場合

に実施する臨時の点検診断），や総合評価，補修・経過観察等の維持管理に関する方

針，維持工事等の必要性の検討，維持補修計画等の実施方針がまとめられている． 

維持管理マニュアルは，予防保全の考えを導入した港湾の施設のライフサイクルマ

ネジメントを実現するため，施設別あるいは構造形式別にその必要な点検診断技術，

評価技術，変状の進行予測技術，対策技術について取りまとめたものである． 

（４）専門技術者の適切な配置をはかるため，「港湾施設維持管理コース」研修の実

施，海洋・港湾構造物維持管理士の資格制度(CDIT)の創設等研修・資格制度を整え専

門技術者の育成を促進している． 

（５）平成20年度に，維持管理計画を策定するための費用を支援する制度を創設し，

既存の国有港湾施設について，国による長寿命化計画の策定，港湾管理者が所有する

既存の港湾施設について，港湾管理者による長寿命化計画の策定に対する支援等を行

ってきた． 

その他，適切な資産管理のためのデータベース構築に向けた検討，国有港湾施設の

実地監査の実施(国有港湾施設の維持管理状況のチェック)，選択と集中による維持・

改良投資の重点化を行っている． 

 

２．２  定期点検の規定化 

昨今の維持管理への社会的要請を受けて，本年港湾法の一部改正（6 月 5 日公布）

を行った． 

  第 56 条の 2 の 2 技術基準対象施設の維持は，定期的に点検を行うこと 

   ・定期点検の方法等は省令で規定（6 ヶ月以内） 

   ・点検の方法等の詳細についてはガイドラインで規定 
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これを受け，港湾施設の点検内容や頻度等の考え方を示す新たな基準(点検ガイドラ

イン)及び民間事業者の港湾施設の維持管理状況の確認方法の検討を行う検討会を設

置している． 

また，東日本大震災では，地震により被災した港湾施設から隣接する航路に土砂が

流出し，船舶の航行が制限されたことから，大規模地震時にも緊急物資輸送が可能と

なるように，港湾施設の適切な維持管理が必要であることから，今回の一部改正で，

特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関する勧告・命令，報告徴収・立入検査を

規定した． 

  第 56 条の 2 の 21 民間事業者の施設の維持管理状況に関する勧告・命令 

  第 56 条の 5 民間事業者の施設の維持管理に関する報告徴収・立入検査 

   ・特定技術基準対象施設は省令で規定（一年以内） 

   ・検査の方法等の詳細についてはガイドラインで規定 

（特定技術基準対象施設：技術基準対象施設であって，外郭施設のその他の非常災害

により損壊した場合において船舶の交通に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土

交通省令で定めるもの．） 

 

３. 維持管理に関連する技術開発のあり方 

 

３.１ 検討の視点 

構造物の維持管理・長寿命化は，その構造物のライフサイクル全体（計画・設計か

ら供用期間終了まで）で考慮されるものである．港湾施設の設計供用期間は，50年間

を設定することを標準としているが，施設の性能の観点から決定されるライフサイク

ル（物理的耐用年数）だけでなく，港湾という社会資本の特性から船舶の大型化等に

よる施設の機能の観点から決定されるライフサイクル（機能的耐用年数）の考え方も

ある． 

各フェーズにおける視点は以下の通りである． 

(1)計画・設計段階における維持管理の費用削減・効率化 

計画・設計段階から点検診断の効率性向上や劣化抑制の工夫を施すことで、LCCの低

減を図ることが可能となる． 

(2)点検診断の信頼性向上・効率化 

継続的な状態把握は維持管理の根幹であり，点検の信頼性向上や、継続性確保のた

めの低コスト化などの取り組みが必要である． 

(3)維持管理計画の現実性・具体性の向上 

維持管理計画策定の基本的考え方については，「港湾の施設の維持管理計画作成の

手引き」等の資料があるが，今後はさらに内容の精度向上や具体的な運用を実現する

ための取り組みが必要である． 

(4)劣化対策・長寿命化を図るための補修・補強 

既往のマニュアル類で紹介されている一般的な工法のほか，現在開発・導入が進め
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られている工法も増加している．これらの技術を積極的に活用し，より低コストかつ

確実性の高い補修・補強に取り組む必要がある． 

(5)供用期間終盤を迎えた施設や機能的に陳腐化した施設の更新・改良 

建設からの期間が経過し，物理的または社会的に耐用年数を迎えた施設について、

既存施設を活かした機能維持・向上を図る視点が今後一層必要となる． 

 

３．２ 港湾におけるこれまでの取り組み 

港湾関連の新たな技術開発・導入の取り組みとしては，ケーソン式防波堤の上部コ

ンクリート，蓋コンクリートに削孔を行って，隔室内の中詰砂の観測孔を設置し，空

洞の有無を調査（棒等でケーソンの中詰砂の高さを計測）（※なお、事業中の施設は

発注時にさや管を挿入済である．）の実施を行っている．外郭施設，係留施設に対し

ては音響カメラを用いた港湾構造物水中部劣化診断装置を開発して，矢板本体の水中

部点検は潜水士による目視監察が主であるが，濁りなどにより必ずしも効率的な作業

となっていない為，濁りなどの影響を受けない音響カメラを用いた点検診断を行える

装置を開発した． 

鋼矢板岸壁の板厚測定は，潜水士が付着海生物を除去し，測定表面を磨いて超音波

探触子を測定部位に密着させて行っている．また，除去した付着海生物は産業廃棄物

として回収処分が義務付けられている．このため，海水中の鋼構造物の表面に付着し

ているカキや海草等の海生生物を除去することなく，非接触で板厚計測ができる計測

システムを開発中である． 

港湾構造物の水中部の点検におけるROV（自航式ロボット）の活用について開発・検

討を進められている． 

 

図－３．１ 推計手法のイメージ 
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３．３ 点検診断に代替する技術 

現在一般的に実施されている点検診断手法（「港湾の施設の維持管理技術マニュア

ル」において提示されている標準的な定期点検診断手法）を効率化・高質化する技術

が多数開発されている． 

特に多い技術はコンクリート部材に対する調査技術であり，橋梁等における実積も

持ち合わせている．コンクリートの調査技術は大きくは，(1)画像データによる変状の

記録，(2)外観では確認が困難な変状の内部確認 及び(3)コンクリート試験 に関する

技術に分類できる． 

(1)画像データによる変状の記録では，ひび割れ等の変状の位置及び規模をカメラ画

像等により取得するものであり，現地におけるスケッチ作業の簡略化や直接の寸法計

測が困難な位置にある部材の記録に有効である． 

(2)外観では確認が困難な変状の内部確認については，ひび割れ深さや内部への水の

浸透状況などを確認することが可能であり，はつり調査などと比較して短工期かつ部

材への影響を 小限とした調査が可能となる． 

(3)コンクリート試験に関する技術は，現地で分析を行うことが可能な方法や，通常

の方法では試料採取に手間がかかる位置におけるサンプリングや継続的な状態監視に

関するものがある． 

しかし，それらの活用については，例えば桟橋上部工の調査のように港湾施設特有

の条件下における適用可能性及び必要性，経済性を勘案すると現時点においては特殊

な条件での部分的活用に留まるものと考えられる． 

ただし，海底地盤の調査に適用可能なナローマルチビームはすでに多くの適用事例

があり，潜水調査と組み合わせることによる大きな成果が期待できる．ナローマルチ

ビームを使用した場合，海底形状を三次元データとして取得することで設計断面に対

する変化や変状箇所を視覚的に確認することが可能である．潜水調査に先駆けてナロ

ーマルチビームによる調査を実施することで，潜水調査における重点調査範囲を明確

にすることができる．特に，第一線防波堤の前面など海象条件が比較的厳しい範囲の

調査においては潜水作業の安全性を高めることにもつながる． 

 また，鋼材の調査方法については一般的な調査に代替する技術は現時点ではほとん

ど無いが，港空研等が研究中の技術として，非接触型肉厚測定装置やROV（遠隔操作無

人探査機）がある．これらの技術は，現在一般的に適用されている潜水調査や肉厚調

査を効率化するものであり，点検費用の削減効果を期待することができる．しかし，

鋼材については局部腐食の兆候や矢板の開き等，潜水士による詳細な目視が必要な変

状もあるため，両者を効果的に組み合わせた調査計画が必要となる． 

 

３．４ 補修に関する技術 

補修に関する技術としては，コンクリートの塩害劣化抑制に関するものが多い．特

に電気防食工法や表面被覆材・表面含浸材について多様である． 

電気防食については，工法ごとに設置方法や陽極材等が異なり，設置条件や規模に

- 70 -



 
 

応じた比較検討が必要である．また，被覆防食及び表面含浸材についても，所定の品

質規格値にプラスアルファした性能が各製品に付与されており，現場条件を踏まえた

施工性・経済性・耐久性等について比較検討を行う必要がある． 

また，車止め等の製品や鋼材被覆防食の耐久性を向上させた製品が開発されている． 

コスト面では，電気防食のように比較的イニシャルコストが高いもののLCCにおける

他の工法に対する優位性を強調しているもの，他の製品に対して耐久性を向上させる

ことによりLCCを優位としているものなどがある． 

また，電気防食については，施工規模により単位数量当たりの単価が異なることか

ら，施工条件によっては従来工法に対して経済性が不利となる場合がある． 

ただし，これらの技術は，今も技術開発が継続されており，材料・施工コストは絶

えず変化している状況にある．たとえば，コンクリート部材の電気防食については，

陽極材の品質や取付方法の改善や流電陽極方式の開発など，次々と新しい製品が登場

している．また，これらの取組によって施工コストや工期・耐久性も向上している．

このため，新技術を活用した補修工法の検討にあたっては， 新の施工事例調査やヒ

アリング等により費用・特徴について把握する必要がある． 

特に，港湾分野においては，コストインパクトの大きな土木構造物，特にコンクリ

ート部材の補修費用の削減が特に求められるものであり，電気防食や表面被覆材など

塩害対策については，引き続き研究開発を進めるべき分野であると考えられる． 

 

３．５ 新技術開発・普及の課題及び今後の方向性 

開発中の技術を含む新技術について，ライフサイクルの各フェーズにおいて様々な

新技術の開発・適用が進められている中，港湾施設の現況や今後の見通しを踏まえ，

新技術の実用化及び更なる普及に向けた主な課題及び今後の方向性は以下のように考

えられる． 

(1)汎用性の高い技術の開発 

地方の港湾においては，水深－4.5m程度の桟橋など，比較的小規模な岸壁が地域の

漁業・産業と密接に関連した高頻度の利用をされている場合がある．これらの施設は，

老朽化が進んでいるものの利用頻度が高く，補修工事の施工が困難となっている場合

がある． 

このような施設に対しては，劣化抑制対策や非破壊調査技術等の新技術に対する要

請が高いものと考えられる．しかし，現在の新技術は，大規模施設に対してスケール

メリットを活かして経済性を有利としている場合が多い．また，地方部には新技術を

取り扱うことのできる技術者も少ない． 

今後はこのような地方部の小規模構造物に対しても適用できる汎用性の高い技術の

開発が必要である． 

(2)点検診断の精度向上 

老朽化リスクの低減や維持管理計画・予算計画の精度向上を図るためには，点検診

断の精度を向上させ，危険個所の早期発見・補修範囲の正確な把握を可能とする点検
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診断技術の開発・導入が望まれる．港湾構造物の場合，利用面や設置環境の面から調

査における制約事項が多いため，迅速かつ正確・客観的な診断が可能な非破壊検査技

術に対する要請は大きいものと考えられる． 

(3)未利用施設の維持管理手法 

今後，国内の企業活動の再編等により，未利用岸壁が発生する可能性がある．岸壁

の場合，廃止となった場合でも継続的に維持する必要があるため， 小限の費用で長

期供用を図るための工法の検討が必要である． 

 

３．６ 新技術の開発・普及を促進するための方向性 

(1)新技術の実証フィールドの積極的提供 

新たな技術を育成するためには、実際の施工・調査条件における検証が不可欠であ

る．老朽化が進行しており，かつ利用頻度の少ない岸壁などをフィールドとして提供

する等，施設管理者側からの積極的な取り組みが必要である． 

(2)優良な技術を適切に選択するための仕組みの構築 

新技術には類似した技術が多く存在する分野があるが、その性能にはバラつきがあ

る場合がある．その中でも優良な技術を選択し，品質の向上を促すような発注の仕組

みを構築する必要がある． 

(3)技術情報の共有 

新技術の性能・信頼性を向上するために実証実験や実際の構造物への適用を積み重

ねることが必要である．また，設計・施工に関する事例についても集積・共有するこ

とで新技術に関する設計・積算の効率化を進めることができる． 

新技術が積極的に適用されるためには，一般的な技術や工法と同程度の技術情報・

積算情報が公開されている必要がある．このような基本情報や，新技術の導入事例を

点検診断技術者、設計・積算技術者間で共有できるようなデータベース等の仕組みづ

くりが必要である． 

 

３．７ 技術開発のあり方 

① 設計・診断・補修方法の改善  

計画的かつ低コストで維持管理を進めるためには，設定した性能に対して適切な製

品・工法を適用する必要がある．これまでの維持管理に関する知見を活かし，設計・

診断及び補修方法をより高度化・効率化する． 
・電気防食等の設計手法の再チェック  
・診断・補修設計の精度を向上するための調査方法の研究  
・供用中の岸壁に対する施工に対応した（省スペース化、工期の短縮）補修工法の

研究  
・汎用性の高い調査・補修技術の研究  

② これまで十分に確認できなかった変状への対応  

港湾構造物に対して一般的に適用されてきた点検項目では不足する項目を中心に，

調査方法を検討する．  
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・エプロン・ヤード等の空洞化調査技術の高度化  
・小規模構造物の水中部調査などに対する効率的手法の開発  
・調査の効率化による測定密度の向上  

③ 港湾施設情報管理システムの将来イメージ 

将来的な港湾施設情報管理システムはワークフローを改善し，港湾管理者を含めた

維持管理情報の入力のシングルウィンドウ化により，維持管理情報の確実な登録・蓄

積を実現すること，港湾施設維持管理に関する他の地方整備局や港湾管理者等の技術

情報を相互に共有可能とすること，国交省や港湾管理者など多様な階層の利用がある

ため，それぞれの利用目的に対応したデータ提供を可能とすること等の点が重要であ

ると考えられる．  
 

４．港湾施設のライフサイクルコスト（LCC)推計プログラムの開発 

港湾施設が有する機能・性能を満足するための適切な維持管理を目的に，将来の改

良・更新コストを適切に把握するため，港湾施設のライフサイクルコスト推計に関す

るプログラムの開発及びライフサイクルコスト平準化技術の検討を行った． 

 

４．１ 複合施設一括計算プログラムの検討 

ライフサイクルコスト計算プログラムを，構造形式の異なる施設（桟橋、矢板式係

船岸，重力式防波堤，航路・泊地，臨港道路橋の6施設）の一括計算が可能となるよう

改良するため，データの出入力方法やプログラム機能付加などの改良手法について検

討する． 

b)劣化予測・LCC計算・・・「統合すべき処理」 

劣化予測（マルコフ連鎖モデルによる方法）及びLCC計算については，施設種別・構

造形式でその方法はおおむね同じである． 

このため，各施設の計算処理機能を統合し，複数の種類の施設を一連で計算できる

ような統合プログラムを作成・搭載する． 

 

４．２ ライフサイクルコスト平準化技術の検討 

(1)平準化手法の検討 

検討期間内（ 大50年）における港湾施設のライフサイクルコストの平準化（平準

化とは，港湾，管理者，整備局等の広範囲を対象とし，検討期間内のライフサイクル

コストのばらつきを年度ごとに均すことを指す）を行うための平準化手法を構築した． 

1)平準化を実施する際に定める事項 

補修費用の平準化を実施する際に定める事項として「(A)検討期間」「(B)事業優先

順位」の2点がある． 

ここで，「(A)検討期間」については，実施時期の調整は施設の状態が概ね変わらな

い範囲で行うことが望ましいことや，事業計画の見直し間隔などを考慮すると計画期

間を5～10年ごとに区切って設定することが適切である．また，平準化の目安とする「計

画予算」（投資可能な予算規模）は，「(A)検討期間」ごとに設定するものとした． 

「(B)事業優先順位」については，優先度の高い施設としては以下(a)～(c)が考えら
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れ，これらの施設が選択される方法を検討した． 

(a) 性能が低下し，安全性・使用性に支障がある施設 

(b) 性能低下による港湾活動への影響が大きな施設 

(c) 早期対策によりＬＣＣ削減を図ることができる施設 

2)平準化の検討規模 

平準化手法は，平準化に必要なデータの収集・入力や処理等を簡潔かつ効率的に実

施できるような手法を適用する必要がある． 

3)幅広い視点から平準化・優先度評価手法を検討 

「経済性分析による方法」は，事業の優先度を貨幣価値（経済的指標）で定量的に

評価する方法である．また，社会資本のアセットマネジメントにおいて目指すところ

は， 終的には「便益の 大化」，その前段階として「LCCの 小化」がある．優先度

評価項目・評価手法，平準化手法に関する分析を行った． 

このことから，補修事業の集中がみられた場合には，これらの目的実現に関する効

果が高い事業を優先すべきであると考えられる．すなわち，事業の優先度は「便益の

規模」や「LCCの削減効果」を指標として評価することが望ましい． 

 

４．３ 港湾施設の優先度評価において考慮すべき事項 

平準化を実施する際，優先して実施する事業を適切に選択する必要がある．ここで，

港湾施設においては主に以下に示すような施設を優先する必要があるものと考えられ

る． 

・現時点で施設の安全性が低下している施設（老朽化リスク低減） 

・老朽化等により施設の供用が制限された場合、港湾活動に多大な影響を及ぼす 

施設（老朽化リスク低減） 

・放置した場合，莫大な補修コストとなるおそれがある施設（ライフサイクルコス

ト 小化） 

港湾施設の優先度評価手法を検討する場合，港湾施設特有の問題について考慮する

必要がある．港湾施設の優先度評価において考慮すべき事項を以下に示す． 

①  港湾施設の社会的耐用年数 

港湾施設は，社会情勢・背後産業の動向などに応じて，部材の物理的耐用年数に到

達する前に陳腐化したり，港湾計画に基づく廃止転用により供用期間に変更が加えら

れる場合がある．このように，社会的耐用年数を考慮した施設の評価を行う必要があ

る． 

② 港湾施設のネットワーク 

港湾施設はその機能を単体で発揮するのではなく，岸壁・上屋・ヤード・荷役機械

及び臨港交通施設を含めたネットワークで機能する．このため，事業実施のタイミン

グは関連施設の事業実施時期全体を考慮して設定する必要がある． 

③ 多様な管理主体への対応 

港湾施設の補修事業に関与するのは，各港・地域の事務所、地方整備局，本省のよ
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うに階層的に存在している．このため，港湾・地域・国内どの検討規模においても整

合のとれた，かつ効率的に運用可能な手法・アウトプットとする必要がある． 

 

４．４ 推計方法の検討  

全国レベルのマクロ推計であるという前提のもと，現時点で入手可能なデー

タを用いた推計手法を検討した．ここで，マクロレベルでの補修費用推計方

法として，以下に示す 2 通りが考えられる．  
 

A) 年平均費用を設定し，経常的な費用として（計算期間内の一定額として）

計上する．  
B) 建設後一定期間が経過するごとに，設定した費用を計上する．  

 

 
図－４．１ 推計手法のイメージ 

 
A)の方法は，事後保全中心で各施設に対して適宜対策を行う道路舗装などの

施設に対して適用する．これらの施設は，補修時期や費用も大きくばらつき，

それらの費用を合算すると結果的に計画期間内で概ね一定額となることから，

推計時は年平均費用を便宜的に定めたとしても，全体から見れば大きな差は

生じないものとみなすものである．  
B)の方法は，計画期間内に何回かの大規模な補修を行う岸壁や荷役機械など

の施設に対して適用する．この場合，計画期間内に費用の大きな「ヤマ」が

でき，建設年や施設の諸元，対象部材の劣化特性に応じてその時期も異なる．

そしてこの「ヤマ」が集中した場合，補修費用全体の「ヤマ」となる場合も

ある．  
ただし，各施設についてこれらの補修時期を設定することは効率的でないた

め，構造形式などに基づいて一律の補修シナリオを設定して計算することと

した．  
なお，本LCC計算プログラムについては，国土技術政策総合研究所港湾研究部のホー

ムページにて，公開している． 

 

４．５ 技術基準対象施設の維持補修費用の推計結果 

推計対象施設の維持管理費用の推計結果を図―４．２に示す．特にコストインパク

トが大きな施設は防波堤，岸壁・桟橋に代表される土木施設と，荷役機械である．こ

れらの施設のLCC低減の可能性は，以下のように考えられる． 

1)防波堤 

防波堤の場合，現状では波浪等の比較的大きな外力の作用による中間型・突発型の
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変状に対する補修が中心であり，これらに対して予防保全的にLCCを低減するといった

対応は難しい．ただ，防波堤の変状を放置した場合，港湾全体の運営に支障をきたす

可能性があるため，必要な補修を適切に実施し，一定の管理水準を確保するための検

討が必要である． 

2)岸壁・桟橋 

岸壁・桟橋の場合，特に費用の割合が大きい桟橋の上部工の対策費用を低減するこ

とが課題である．塩害劣化の抑制等を中心とした補修工法のコスト低減に向けた技術

開発を今後も進めるとともに，現時点で老朽化が進行している施設に対して，将来的

な需要を見極め，応急処置による簡易的対応や，施設の廃止を検討するなど，維持補

修対象施設のボリューム自体を削減する等の方策も今後必要である． 

3)荷役機械 

電気・機械設備の場合，関連装置等の耐用年数やメーカーの在庫所有期間などの理

由から，あらかじめ定めた周期での更新を中心とした維持管理を行う．特に荷役機械

はその機能停止による影響が大きいため，コスト縮減を理由としてその期間を調整す

ることは困難である． 

 

図－４．２ 平準化の実施イメージ 

 

しかし，特に費用の大きなクレーン本体の更新費用の削減に向けては，こまめに塗

装の修繕を行い本体の腐食を抑制し耐用年数の延伸を図ることや，高耐久性の塗装を

使用して，供用期間中の塗装の塗り替え回数を削減する等の方策が考えられる． 

 

５．消波ブロック被覆堤の期待補修費を考慮した維持管理手法に関する研究 

 

５．１ 研究の目的 

 消波ブロック被覆堤の維持管理において，経年的に進行する消波ブロック天端の沈

下は波力の増大を招き，大規模被災の発生につながるので，消波ブロックの補修時期
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を適切に定め，一定の管理水準を確保するように維持管理を行う必要がある． 

しかしながら，消波ブロックの定量的な補修基準が定められておらず，ブロックの

沈下等の軽微な補修への対応は積極的に為されていない． 

消波ブロック被覆堤の補修基準について，消波ブロック被覆堤の建設後におけるブ

ロック変状調査の結果より，現況把握および維持管理上の問題や今後の方向性を示す

とともに，モンテカルロ法を用いて，ブロック天端の沈下に対する補修基準毎の供用

期間中における累積補修費を算出し，適切な補修基準について検討し，定量的に評価

できる手法を提案するものである． 

 

５．２ 消波ブロック被覆堤の変状調査結果 

消波ブロック部の断面が大きく欠損し，水面上の消波ブロックが2～4m程度沈下する

と，波がケーソンに直接作用することによる波力の増大や，部分被覆状態となり，衝

撃砕波力が発生する可能性の増大等のリスクが生じる． 

本研究では，消波ブロック被覆堤の経年的な変状のうち，消波ブロック天端の沈下

を維持補修の対象とする． 

 

図－５．１ 消波ブロック被覆堤の変状調査結果の一例 

 

５．３ モンテカルロ法による累積補修費の評価方法 

消波ブロック被覆堤における補修費として，維持管理で定期的に発生するブロック

補充費，大規模被災が発生した場合の災害復旧費の２つを設定する．各補修基準にお

ける供用期間中の累積補修費を算出し，補修基準の違いによる累積補修費への影響を

評価するため，消波ブロック被覆堤の堤体の滑動変形量をモンテカルロ法により確率

的に評価する手法を用いた． 

相対滑動量が0.7程度を越えるとケーソンの据直しが急増し，工費も急激に増大する

という調査結果に基づいて，近年15年間の消波ブロック被覆堤の大規模被災時におけ

るケーソンの滑動量と復旧工費の調査結果よりモデル化を行った． 
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図-５．２ 設定した消波ブロック被覆堤の補修費 

 

 

（相対滑動量とは  相対滑動量＝滑動量／港内側肩幅） 

図-５．３ 相対活動量とケ平準化のーソン据直しの関係 

 

災害復旧費は被災時の堤体滑動量の関数として定義し，5つの補修レベルを設定した． 
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図-５．４ 補修レベルのモデル化 

 

ブロック補充費の算出は，相対滑動量が0.1未満の場合に発生するものを，①，②よ

り算出される累積沈下量が補修基準を上回る場合に，消波ブロックの新規製作・据付

費を補修費として計上する． 

 

①下記の式より算定される被災度より，消波ブロックの沈下量を算出 

高橋ら（1998）が提案する安定数算定式 

 

 

 

②堤体の滑動によるブロック沈下量を算出 

年1回の異常波浪に対する堤体の滑動量・消波ブロックの沈下量の算出については， 

相対累積滑動量が0.1を超える場合は，災害復旧費を累積補修費に計上し，累積沈下量

が補修基準を上回る場合はブロック補充費を累積補修費に計上する． 

設計供用年数間（50年間）繰返し，50,000回の試行を繰返し，累積補修費の期待値，

標準偏差を算出する．消波ブロックの補修基準として，ブロック0.5個・1個・1.5個・

2個の沈下量を設定した． 
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５．４ 解析条件 

A港については，確率波浪の

再現年数，偶発波浪による周

期の増大および確率分布の裾

野形状の相違が累積補修費に

及ぼす影響を評価する． 

S港については，消波ブロック

の規格を3種類変化させたケ

ースを解析することで，ブロ

ック重量が累積補修費に及ぼ

す影響を評価する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

図-５．５ 補修費の算出フロー 

 

５．５ 解析結果及び考察（Ａ港） 

補修基準が1.0個以上になると，期待

補修費における災害復旧費の割合が急

増する．また，偶発波浪時には，他の

ケースよりも大規模被災（被災レベル

Ⅳ以上）が生じる確率が高くなる． 

 

 

 図-５．６ 解析対象断面（A港） 
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 図-５．７ 偶発波浪の解析結果(A港)① 

 

ブロック0.5個～1個分で継続的に補修する場合に期待補修費が 小となる．過度の

ブロック補修（0.5個未満）は合理的でないことがわかる．波浪周期の増加は著しい被

災工費の増大を招くことも分かった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-５．８ 偶発波浪の解析結果(A港)② 

 

 

 

 

ブロック0.5～1個分より大きい

補修基準を設定すると防波堤が大

規模被災に至り，災害復旧費が著

しく大きくなるケースが増加し，

標準偏差（σ）が急増する． 

大規模被災のリスクを低減する

ためには，こまめに消波ブロック

の補修を行うことが有効的である 

 図-５．９ 偶発波浪の解析結果(A港)③ 
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偶発波浪以外の波浪条件においては，補修基準を1個程度にすることが，期待値の低

減，および災害復旧費の抑制の面から合理的である． 

偶発波浪を考慮した場合には，補修基準0.5個を超えると災害復旧費が増大する危険

性が著しく大きくなるため，より厳しい補修基準0.5個の選択が合理的となる． 

 

５．６ 解析結果及び考察（Ｓ港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-５．１０ 偶発波浪の解析結果(S港)① 

どの補修基準においても，ブロック重量の増加に伴い，累積補修費の期待値および

標準偏差が小さくなる． 

本断面の場合，ブロック重量の規格

を2段階上げることにより，初期工費を

約1%程度低減させることができる．必

要 小重量よりも大きな規格を採用す

ることは，被災リスク及び初期工費の

低減の両者に寄与することから，非常

に合理的な選択といえる． 

 

 図-５．１１ 偶発波浪の解析結果(S港)② 

 

５．７ 結論 

消波ブロック被覆堤を対象として，大規模被災時の復旧工費増大のリスクを考慮し

た上での適切な維持管理上の補修基準を評価できる手法を提案した． 

今回の検討事例の解析結果からは，こまめにブロックの沈下補修（ブロック半個～1

個程度）を行うことが期待補修費の 小化及び大規模被災時のリスク低減の観点から

有効である．設計段階の選択としては，ブロックを設計上必要とされる 小重量より

重い規格とすることが合理的である． 

今後の研究課題は，防波堤の平面的な被災を考慮したモデル開発，間接被害費（物

流迂回コスト）を考慮したモデル開発や，現状，耐力作用比は1.0として設定している

が，LCCミニマムとなる耐力作用比は，必ずしも1.0とはならないので，LCCミニマムと
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なる防波堤の耐力作用比の設定方法等がある．さらに，ある特定の港（防波堤の被災

が多い港）を例題として，過去数十年間の防波堤の延伸状況や海象計での観測記録，

被災履歴・復旧工費等を用いて，被災モデルの妥当性を検証．必要に応じて，港毎に

モデルを修正すること，その上で，LCCミニマムを達成するような各港の今後の防波堤

の維持管理水準や合理的な補強レベルを試検討する予定である． 

 

６．終わりに 

(1)緊急点検調査の取りまとめ 

社会資本の安全性についての実情を明らかにするために，命に関わる重大な事故に

つながる恐れのある施設または部位について緊急的に点検が行われた（係留施設，臨

港交通施設）．また，各施設の特性に応じて，築年数，社会的影響度などの観点から，

必要性の高い施設についても安全性，健全性に関する緊急的な点検を実施された（外

郭施設）．これらの点検の結果について以下の整理分析を行うこととしている． 

① 緊急調査結果の使用目的に応じた分類及びデータベース整理 

② 港湾施設の変状傾向・要因の分析に使用するデータの整理 

③ 部材別の劣化特性の分類 

  ・施設種類毎に，「施設健全性」と「施設重要性」との関係から高リスクの施設

を抽出し，変状を以下の観点で整理する（経年的な劣化，経年的な劣化に起因

した変状連鎖による劣化，偶発的な要因による劣化）． 

④ 港湾施設の変状傾向・要因の分析に使用するデータの定量化 

 ・劣化度判定結果と経年変化 

 ・施設の変状状態を定量的把握する方法の検討 

⑤ 劣化の進行状態の分かる写真及び図面等を用いた視覚的なデータ整理 

⑥ 劣化度の評価の妥当性検証 

(2) 新たな維持管理等のあり方 

現在、港湾分野においては，平成24年度までの5年間で全国大半の施設において維持

管理計画書が作成された状況である．また，港湾施設の需要の変化，港湾管理の民営

化や災害対策への要請の高まりなど，社会条件も変化している． 

こうした中における新たな維持管理のあり方を以下のように考える． 

1)維持管理計画書の現実性・有効性を高める視点 

既存の維持管理計画書の大半は，既存の手引き等を参照して作成されているが，よ

り現実性・有効性を高めるための方策としては，戦略的な維持管理計画の運用が必要

である． 

既存の維持管理計画をベースとし，以下の事項に取組む．これにより，維持管理計

画の現実性・有効性が高まり，事業実施に関する意思決定の精度を向上することが可

能となる． 

① 現実性・有効性の高い維持管理計画の作成・運用 

・総合評価の視点を明確化することによる評価の妥当性の向上 
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・施設の特性や劣化環境に見合った、網羅的かつ的確な点検診断計画の立案 

・より具体的な補修工法・補修費用の追記により計画の具体性の向上 

・施設の設置条件の特殊性（位置、気候等）を踏まえた維持管理手法の検討 

② 維持管理計画の統合・調整・運用のための視点 

・施設ごとに検討されてきた維持管理計画書を，財政的制約や港湾経営の方向性に

対応して全体 適化を図り，運営するための手法が必要である． 

・計画の優先順位評価手法など，意思決定プロセスの明確化 

・土木・建築・設備分野の横断的な計画の調整 

２)港湾事業を取り巻く情勢に対応した維持管理の視点 

社会情勢・公共事業を取り巻く情勢に柔軟に対応し，維持管理等を円滑かつ効果的

に行うため以下の事項に取り組む．これにより，社会的要請に応えつつ，積極的に維

持管理の合理性・効率性を向上することが可能となる． 

・港湾に対する需要の変化に対して柔軟に対応した施設運営 

・効率化の中にも的確な維持管理を行うための技術・情報の共有 

・補修・改良の合理性の追求（アカウンタビリティ、マネジメント） 

・大規模災害等有事の際にも活用できる技術の習得・開発 

・情報・技術の共有など官民連携による取組み 
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(独)港湾空港技術研究所，発行：(財)港湾空港建設技術サービスセンター 

３）「港湾の施設の維持管理技術マニュアル」 監修：国土交通省港湾局，編著： 

(独)港湾空港技術研究所，発行：(財)沿岸技術研究センター 

４）宮田正史：消波ブロック被覆堤の期待補修費を考慮した維持管理手法に関する
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ITS による革新的な道路交通マネジメントの潮流 

高度情報化研究センター長 塚田 幸広  

  

１．はじめに 

 高速道路は、我が国において、社会・経済活動の基盤として地域間の人流・物流を担

う重要な役割を果たしてきた。国土交通省道路局によると、高速道路の延長割合は全道路

延長に対してわずか 0.6%にすぎないが、台キロベースでは 9%、物流輸送量では 44%と高

速道路のシェアと重要性が増す。さらに、今後は、アジア・ダイナミズム、人口減少、東

日本大震災の教訓に対応するため、「大都市・地方ブロック都市」と「地方圏」の連携によ

る国土づくりとそれを支える高速道路ネットワークの強化や機能の高度化が重要となる

（国土交通省道路局 2013）。しかしながら、高速道路の整備状況を先進諸国で比較すると、

我が国の高速道路密度が相対的に小さく、ミッシングリンクが多く存在し、都市圏の連絡

性が劣っている現状にある。 
一方、高速道路は一般道路と比較して、全道路に対して死傷事故率で 1/12 であり、CO2

排出量でも大きく低減することが検証されているものの、我が国の高速道路の利用割合は

諸外国と比較すると、欧米で約 30%であるのに対して 14%程度と低く、十分に利用されて

いない。要因として、ミッシングリンクが多いこと、有料料金が高いこと、IC チェンジ間

隔が10kmと諸外国の2倍程度長いことなどの要因が指摘されている（国土交通省 2005）。 
高速道路ネットワークの整備は急務であるが、財政難、用地制約等から新設の道路ネッ

トワーク整備が置かれた厳しい現状から、既存道路空間での渋滞緩和、交通安全、環境保

全のために高速道路と一般道路を連携させるとともに、高速道路の機能向上を図る道路交

通マネジメントが重点的に展開されてきた。すなわち、各地域の渋滞緩和、交通安全、環

境保全などの道路交通問題を解決するため、料金割引やスマート・インターチェンジ（IC）

の設置等の施策により、高速道路と一般道路がネットワークとして連携し、利用交通のバ

ランス及びシームレス化施策が展開されている。 
道路交通分野における情報通信技術（Information Technology: IT）の活用は、高度道

路交通システム（Intelligent Transport System : ITS）と称して、日米欧が中心となって

1960 年代から技術開発がはじまり、道路情報の収集・提供、ナビゲーション、料金収受の

自動化等の分野で急速に普及･導入が進んできた。これらの IT 技術は、道路交通の円滑化、

交通安全、環境保全等に関して直接的にその改善に大きく貢献してきた。例えば、我が国

では、自動料金徴収システム(Electric Toll System: ETC)等システムが普及し、料金所で

の渋滞がほぼ解消したほか、一般道から高速道路へ交通を誘導するために、ETC を活用し

た料金割引やスマート IC の制度が社会実験を経て、本格導入されるなど、IT を活用した

多様な高速道路交通マネジメント施策が急速に進展してきた。 
一方、欧米では、混雑対策として速度データによる動的プラシングやレーン毎の速度コ

ントロール等の道路交通マネジメントや財源確保のための GPS や DSRC による対距離課

金実験及び大型車を対象に本格導入が盛んである。 
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以上のような現状認識から、今後とも、地域における道路交通問題を解決するために、

各種 IT 技術の機能をうまく組合せ活用することによって、場所、時間、交通状況あるい

は個々のユーザーの特性等に対応した道路交通マネジメントが高速道路や一般幹線道路を

中心とした展開され、益々、その重要性が増すことは間違いない。 
本稿では、高速道路を主体として、ITS による革新的な道路交通マネジメントについて

国内外の潮流を述べる。 

 
２．我が国の高速道路及び周辺一般幹線道路の現状と課題 

２．１ 概要 

我が国では、高速道路利用の潜在的需要が大きいにもかかわらず、高速幹線ネット

ワークのミッシングリンクが存在するとともに、料金負担の抵抗感やインターチェン

ジの間隔が長いことなどから、地域によっては高速道路が十分に活かし切れていない。

その結果、高速道路に並行した一般道路の渋滞問題、沿線環境や交通安全の問題など

様々な社会問題が顕在化してきている。今後緊急性の高い未整備区間の整備が求めら

れる一方で、既存のネットワークの有効活用も大きな課題になってきている。 

 ２．２ 高速道路のミッシングリンクの現状と課題 

高速道路の利用率があがらない原因の一つはミッシングリンクに代表されるネット

ワークの欠落である。我が国のミッシングリンクの状況を図 2.1 に示す。ミッシング

リンクは全国に存在し、早期解消が求められているが、財源及び用地の確保さらには

住民の合意形成の課題も大きい。ミッシングリンクが解消することによる効果事例も

多く報告されている。並行する一般道の渋滞等の交通状況の改善が図られた事例のよ

うに、短区間の未整備区間解消により、大幅に地域のモビリティ及び高速道路の利用

率の向上が図られた事例が多い。 

                      出典：国土交通省道路局 
図 2.1 我が国の高速道路網のミッシングリンクの現状 
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 また、三大都市圏では、通過交通の分散を図るために環状道路の整備を重点的に進

めている。特に、首都圏では、首都高速都心環状線の約 62％が都心環状線内の出入り

口を利用しない交通であり、このような都心に用のない通過交通が放射状の高速道路

から流入することが、都心の渋滞の原因となっている。この通過交通を、首都高速中

央環状、東京外環および圏央道の３つの環状道路に流すことで放射状の高速道路の稼

働率を上げ、都心部の渋滞解消を図ることが重要であることから、これら環状道路の

未整備区間の建設への予算の重点化を実施している。 

２．３ 高速道路の整備水準、都市間道路連絡速度の国際比較 

国土交通省道路局調べによると、日本、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、

イタリア各国の人口、自動車保有台数に対する高速道路延長の比率は、日本は人口当

り 0.66km/人、保有台数当り 1.14km/台であり、諸外国と比較して人口当たり、保有台

数当たりの整備延長が低い水準にある。 

 また、日本、ドイツ、フランス、イギリス各国の都市間道路連絡速度比較すると、

ドイツ 90km/h、フランス 88km/h、イギリス 72km/h、中国 73km/h と比較して、日本は

59km/h と著しく低い状況にある。（ここで、都市間道路連絡速度は、各都市間の 短

道路距離を 短所要時間で除したものである。） 

都市間道路連絡速度は、各都市間の物流・人流の連絡水準を示すものであり、産業

の生産性や国民の余暇のモビリティ、異常時の緊急輸送を支える道路の整備水準を表

す指標と考えられる。特に、軟弱な沖積平野と険しい脊梁山脈により国土が形成され、

雨量や積雪量が多い等、厳しい気候条件にさらされているとともに、有数の地震多発

地域でもある我が国にとって、この都市間道路連絡速度の水準の低さは、産業の競争

力に直接影響する物流コストの低減や定時性の確保、または異常時の緊急資材、物資

の輸送経路の確保の観点から大きな課題である。近年の阪神大震災、新潟県中越地震、

東日本大震災の際に広域にわたる高速道路網は、発災後の緊急資材、救援物資さらに

は地域経済の復旧・復興、迂回路として大きな役割は果たしてきたが、今後とも南海

トラフ地震、首都圏直下地震等の対応と対策が求められる中、継続的な道路ネットワ

ークリダンダンシーの確保の検討の必要性が他国に比べ格段に高い。 

しかしながら、ミッシングリンクの解消には多大なる時間と費用が必要なことから、

本報文で取り上げる、ITを活用した高速道路の交通マネジメントの導入普及の意義は

非常に大きいものと考える。 

２．４ 高速道路と一般道との連携利用の現状と課題 

２．４．１ 概要 

我が国の道路交通の総量（総走行台キロ）は約 8、000 億台キロ／年であり、１台あ

たり１年間に平均で概ね10、000km走行している状況である。このうち約20～30％は、

一度に 50km 以上の距離を走行している交通である。一方で、高速道路の利用率は約

13％にとどまっており、つまり潜在的に高速道路を利用したいユーザーのうち、実際

に利用しているものはかなり少ない状況である。 

国土構造や交通特性、道路整備の経過の違い、さらには先に述べた都市間道路連絡
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速度の低い水準から、単純な比較はできないが、図 2.2 に示すように、我が国の高速

道路の利用率 13％は、国土の広大な米国（31％）、高速道路ネットワークの充実した

ドイツ（30％）に遠く及ばず、フランス（21％）に比べてもかなり低い水準である。 

 「今後の高速道路のあり方 中間報告」（国土交通省道路局、2011(平成 23)年 12 月）

においても、「並行する一般道路が混雑する一方で高速道路の交通容量に余裕がある区

間が全体の約５割（2010(平成 22)年時点）」、「観光目的交通の約５割が高速道路を利

用。ただし、100km 以上の利用でも約５割が高速道路を利用していない」、「トラック

輸送の 16％が高速道路を利用。ただし、100km 以上の利用でも約６割が高速道路を利

用していない」と指摘している。 

               出典：国土交通省道路局 

図 2.2 規格の高い道路を使う割合の各国比較 

２．５ 高速道路が十分に利用されていないことによる並行する一般道路の渋滞、交通

安全、沿道環境の課題 

我が国の地方部では、一般道が慢性的な朝夕の渋滞が発生しているにもかかわらず、

ほぼ並行する高速道路に十分な容量の余裕がある状況にある。例えば、岡山県備前市

内では、山陽自動車道に並行する国道 2号線で厳しい交通渋滞が朝夕発生しており、

周辺の生活道路まで車両が入り込んでいる状況も観測されていた(図 2.3)。一方、山

陽道では、十分な容量の余裕がある状況となっている。 

また、交通安全、沿道環境の視点から見てみると、例えば、長野県の木曽地域では、

中央自動車道を降りた大型トラックなどが並行する広域幹線道路の国道 19号の木曽

地域を数珠繋ぎの状態で走行している。図 2.4 に示すように、木曽地域の国道 19号

沿線では、夜間の騒音について環境基準を越えている地区が多く、また、交通事故の

死者率が、この沿線では全国平均の２倍となっている。 
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出典：国土交通省道路局 

図 2.3 岡山県備前市の朝夕の深刻な渋滞の様子 

出典：国土交通省道路局 

図 2.4 国道 19 号線における夜間騒音と交通事故死者率と全国平均との比較 

２．６ 高速道利用の安全、定時性、環境上の効用 

高速道路は、一般的に一般道路より線形が緩やかで、車線幅員が広いなど一般道路

より高い規格で整備され、高い機能を有している。その結果、高速走行に留まらず、

交通安全、時間信頼性、環境、高い機能・効用を有している。 

２．６．１ 交通安全上の効用 

高速道路は、幅員、平坦性、線形と言った規格が高い他に、歩行者等が混在するこ

とがないことから一般道と比較して交通安全上優位である。図-2.5(a)には、2010（平

成 22）年の道路交通センサスの一般交通量調査の結果と交通事故総合分析センターの

交通統計に基づいて、一般道と高速自動車国道の走行台キロあたりの交通事故発生割

合を示す。一般道は 162 件/億台キロであるのに対して、高速道（高速自動車国道）は

8.4 件/億台キロと約 20分の 1である。 

高速道路ネットワークの規格に応じた道路の機能分化を進め、交通事故の減少や道

路環境問題への抜本的対策などの諸問題を解決することが重要である。 
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(a) 高速道路と一般道の交通事故発生割合 (b)高速整備による定時性の向上事例 

国土交通省道路局資料 

図 2.5 高速道路の安全性、定時性向上 

 

２．６．２ 定時性の向上 

2010(平成 22)年の道路交通センサスの結果によると、一般国道の混雑時平均旅行速

度は 37.4km/h、都道府県道等は 33.1km/h であるのに対して、高速自動車国道では

71.1km/h となっており、高速道路の速達性及び時間信頼性が高い。具体的な事例とし

て、図-2.5（ｂ）に名古屋環状 2号線の整備により、並行する名古屋高速 3号線大高

線の定時性が向上している。 

さらに、新東名高速道路の開通後 1年後の観測結果が公表資料（新東名(静岡)イン

パクト調整会議、2013(平成 25)年 5月）によると、並行する東名高速の平均旅行速度

は新東名開通後、約 95km/h と 5km/h 上昇するとともに、新東名は 99km/h と高い値を

示している。また、新東名の御殿場 JCT～三々日JCT の所要時間は 90～101 分（ばら

つき 11分）で時間信頼性が高い結果が得られている。 

２．６．３ 環境上の効用 

環境面では、Co2 の排出については、旅行速度が20km/h の場合は 40km/h 以上の場

合に比べ、走行キロあたりの排出量が急激に増加する。2010(平成 22)年の道路交通セ

ンサスの結果によると混雑時の平均旅行速度は一般道で 33～37km/h、高速道路で

71km/h であることから、Co2 の排出が少ない。また、国土交通省道路局「TURN 道路の

新ビジョン」(2002)における高速道路の利用割合に伴う Co2 の削減量のシミュレーシ

ョン結果では、20%で 430 万トン、30%で 1100 万トンの削減が見込まれている。 
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３．高速道路と一般道路のシームレス化による効用 

３．１ シームレス化による一般道の渋滞緩和効果 

これまで、道路交通の課題に対し、高速道路と一般道路を一体的かつシームレスに

捉えた具体的な施策が十分であったとは言えない。例えば、ピーク時間帯に市街地を

通過する一般道路が渋滞している地域において、郊外部を一般道路に並行して通過す

る高速道路はピーク時間帯でも交通容量に余裕があるといった状況が全国的に見られ

る。このような状況はストックの有効利用という観点から大いに改善する余地があり、

高速道路と一般道路をシームレス化が必要であり、その具体的な施策として、例えば、

簡易 ICの増設やピーク時の自動車交通が余裕のある高速道路へ転換するような料金

設定を行い、一般道路の渋滞によって生じている社会的な損失を解消する総合的な道

路政策を推進することが重要である。 

３．２ シームレス化による災害時のネットワーク効果 

2004 (平成 16)年 10 月の新潟県中越地震では、高速道路の関越自動車道が発災 13

日後、国道 17号は 10日後には、一般車両の通行が可能となり比較的短期間に復旧さ

れた。この通行止めの期間中においても、この両者が補完しあいながら、緊急物資輸

送を行い、被災地を支援した。また、高速道路の磐越自動車道及び上信越自動車道が

関越自動車道の迂回路として貢献した。 

同様に、2011(平成 23)年 3月に発生した東日本大震災の際も、東北道、磐越道、国

道 4号線は発災直後の緊急点検後速やかに開通し、全国からの緊急生活物資、復旧資

材等の輸送に大いなる役割を果たした。また、太平洋側の港湾、空港の機能が停止し

たため、秋田、酒田等の日本側の港湾からの山形道を経由して物資が輸送された。 

また、2014(平成 24)年 12 月に発生した中央道笹子トンネルの天井板落下事故によ

る通行止めに際して、並行する国道 20号線が重要な役割を果たした。 

このような事例の経験から、我が国において道路ネットワークの維持更新が喫緊の課

題である現状から、緊急時の高速道路と一般道のシームレス化の意義が非常に大きい。 

 

４．ITS による道路交通マネジメント 

４．１ 道路交通マネジメントの種類と分類 

道路交通マネジメントには、交通の適切な運用を達成するため、交通の現況に応じ、

リアルタイム及び予測による情報に基づく交通運用戦略を組み合わせて、交通需要を

マネジメントする方法と提供可能な交通容量を能動的にマネジメントする方法がある。

前者は動的交通需要管理（Active Travel Demand Management）と称され、課金（Pricing）、

旅行者への情報提供（Traveler Information）があり、後者は動的交通制御（Active 

Traffic Management、Active Traffic Control）とも称され、ランプメタリング（Ramp 

Metering：信号により高速道路への流入を制御）、可変式速度規制（Variable Speed 

Limits）、路肩運用（Shoulder Use）等があり、レーンマネジメント（Lane Management）

がある。 

 この分類をベースとしてオランダ、米国 FHWAでは、図 4.1 の示すようなツリー図
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を作成している。ここでは、この分類を参考として、ネットワーク・アクセス強化、

料金施策、道路交通情報の提供、レーン誘導・速度コントロール、交通モード間の連

携に区分して整理するものとする。表 4.1 には、各マネジメント手法の概要と代表的

な適用事例を整理して示す。 

 

 
 

図 4.1 高速道路の交通マネジメントの分類 

 

４．２ ネットワーク・アクセス強化 

ネットワーク・アクセス強化のマネジメント手法として、信号等により高速道路の流入

交通をコントロール方法と簡易 IC を増設し利用を促進する方法がある。 
前者は、ランプメタリングが有名で、欧米を中心として広く導入されている。 
一方、後者は、我が国の独自政策であるスマート IC が位置づけられる。スマート IC は、

2013（平成 25）年 4 月時点で、全国で 63 箇所設置・運営されている（国土交通省道路局 
WEB）。スマート IC は、ETC 搭載車両に利用が限定されているため、簡易な料金所の設

置で済み、また料金徴収員が不要なため、従来の IC に比べて建設及び維持運営の費用が

大幅に削減利点がある。また、高速道路の ETC 利用率が平成 24 年末で 88%まで達してい

る現状から、今後とも確実に利用量が増加するものと推測される。スマート IC の設置実

績から多くの箇所で緊急医療施設へのアクセス強化や観光時の利用等の特徴も生かされて

いる。また、スマート IC は、無料化実験においては隣接 IC と同様に急激な利用量の増加

が認められた。さらに、スマート IC の利用交通量は、フルアクセス化、24 時間化、大型

車対応と IC の機能を向上することにより顕著な利用増進となっている。 
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表 4.1 高速道路の交通マネジメントの分類と施策概要 

分類 施策名 概要 代表都市・地域

ネットワーク・ 

アクセス強化 

ランプメタリン
グ 

本線の交通状況に応じて本線に流入する交通を信号
制御によりコントロールし、下流側の渋滞緩和を図る
手法 

米国：２６都市
圏、カナダ、英
国、フランス他 

簡易 IC による
高速道路利用
促進 

ETC による簡易な IC を設置し、IC 間隔の短縮により
利用促進を図る手法 

日本：スマートＩＣ

料金施策 

バリュープライ
シング 

HOV レーンを有効利用し、車線全体の平均乗車人員
を増加させる施策。米国では ETC による HOT レーン
が一般的。ダイナミックプラシングも増加。 
日本では、朝夕、夜間等の料金割引により誘導 

サンディエゴ
I-15ミネアポリス
I-394 等 
日本；多様で弾
力的な料金施策

走行距離課金 燃料税の代替として走行距離に応じた料金を徴収す
ることにより自動車による利用を抑制する手法。 
大型車への課金により公平性・環境保全を図る手法。 

ドイル等 EＵ諸
国、米国：オレゴ
ン州、ミネソタ州
等 

道路交通情報
の提供 

VICS 

渋滞情報 

非定常時情報 

安全情報 

リアルタイムで交通情報をカーナビ、インターネット上
の端末、スマートフォンへ配信することにより、ドライバ
ーの流入、経路選択を判断を図る手法 

急カーブ部での注意喚起に関する情報提供（ITS スポ
ット） 

日本：VICS、ダイ

ナミックルートガイ

ダンス米国：e-call

民間による道路交

通情報サービス 

レー ン 誘 導 ・
速 度 コン ト ロ
ール 

 

HOV レーン 

（多乗員車レーン） 

多乗員車の専用レーンを導入し、バスや相乗りを促進
し、本線交通量を削減する手法 

米国多数、英国

（2008 年春頃～） 

リバーシブルレ
ーン 

朝夕のラッシュ時などに交通需要の多い方向により多
くの容量を与える方法、 

ヒューストン I-10 

ミネアポリス I-394

レーン誘導 サグ部において速度維持するため車線誘導 日本：試行中 

レーンコントロ
ール 

（路肩走行） 

既存の道路空間を有効活用するため特定時間帯、事
故時に路肩走行を認める手法 

英国 M42、米国、
オランダ等 

速度ハーモナ
イゼーション 

本線の交通状況に応じて、推奨速度情報を提供する
ことで車群で交通流をコントロールする手法 

 

英国 M42 

ドイツ（ベルリン外
環状道路）米国ミ

ネアポリス I394 

交通モード間
の連携 

パーク＆ライド 高速道路と鉄道等の結節点に駐車場を設置。駐車場
の位置、満空情報を電子表示板で提供 

欧米諸国：特にド

イツでは、駐車場
をリアルタイムで

の情報提供 

高速バスロケ
ーション 

高速バスの運行情報をバス停またはＷＥＢ等で情報
提供 

日本、多数の国で

実施 

統合交通情報
提供 

道路交通情報の他、鉄道、バス等公共交通、航空等
の運行状態の情報を統合して提供 

ドイツ、米国等 
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４．３ 料金施策 

４．３．１ 料金施策の種類 

料金施策の目的、種類と分類を表 4.2 に整理して示す。料金施策の目的としては、

①道路の混雑緩和（混雑課金）、②道路整備・維持・更新のための財源の確保、③貨物

輸送における交通モード間の公正な競争確保、④建設管理費用の回収、⑤都市内道路

交通の混雑緩和（エリア混雑課金）に大別できる。 

表 4.2 料金施策の種類と分類 

料金施策の目的 一般道路（無料） 有料道路 

①道路の混雑緩和 
（混雑課金） 

バリュープラシング
有料レーン（HOT レーン）、橋、ト
ンネルにおいてピーク期間にお
ける混雑を管理するために金銭
的なインセンティブを用いる方法
(米国） 

時間帯料金変動
時間帯に応じて利用料金を変動させ、
有料道路または並行する無料道路の
渋滞を緩和する方法（日本、フランス） 

②道路整備・維持・更新
のための財源の確保 
（鉄道等他の財源も含
む） 

走行距離課金
燃料税等の手段のみで生じてし
まう負担と受益の不公平感を是
正するための課金 
EU諸国（ドイツ、ベネルクス3国、
スイス、米国検討中） 

③貨物輸送における交
通モード間の公正な競
争確保 

走行距離課金
大型車を対象とした課金(ドイツ、
スイス、オーストリア） 

④建設･管理費用の回
収 

 固定した料金体系による伝統的な有料
道路制度(フランス、イタリア、スペイ
ン、日本、米） 

⑤都市内道路交通の混
雑緩和（エリア混雑課
金） 

コードン有料制
特定の地域に入る道路利用者に
課金する方法(ロンドン、シンガポ
ール、ストックホルム、イエテボリ
等） 

我が国では、一般道から高速道路へ交通を転換し、地域の渋滞緩和や沿道環境の改善を

図ることを目的に、料金割引社会実験が全国各地で実施された（例えば、道路広報センタ

ー 2006）。その後、社会実験の結果に基づき、本格的に ETC による朝夕通勤割引、深夜

割引等多様で弾性的な料金割引が導入された。 
一方、欧米では、都市または地方の渋滞緩和あるいは財源確保を目的とする無料道路に

対する混雑課金、走行距離課金等の料金施策を進めている(Walker, 2012)。例えば、米国

の主要都市圏では、パイロットプロジェクトを経て、渋滞緩和のために IT を活用して一

部のレーンを有料化する HOT(High Occupancy Toll)レーンが整備・運用されている。HOT  
レーンでは、地区によって料金設定・徴収方法が異なるが、交通量または旅行速度の計測

値から有料レーンの速度を一定以上に維持するように料金を変動させるダイナミック・ロ

ードプラシング (Dynamic Road Pricing) が も効果的な手法として採用・運用されつつ

ある (例えば、Minnesota DOT、 2012)。また、欧州のロンドン、ストックホルムでは、

ANPR（自動ナンバープレート認識システム）による特定エリアを対象とした混雑課金、
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ドイツ等 EU 諸国では GPS (Global Positioning System) と DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）による大型車の走行距離課金が本格化している。ス

トックホルムでは、導入段階では賛否の様々な議論があったものの、社会実験や住民投票

を経て導入した結果、本格実施から 3 年後の都市内の渋滞が減少し、混雑課金に対する支

持も上昇している。 
４．３．２ HOT レーンの導入状況及び効果 

（１）HOT レーン施策の評価 

米国で 初の HOT レーンは、1995 年にカリフォルニア州オレンジ郡の州道 91 号線

で運用を開始した。2012 年 1 月現在、全米で 12 の HOT レーンが運用されている。運

用中の HOT レーンの延長は、区間により 短 7マイルから 長 40マイルに及び、設置

方法は、HOT レーンを新たに増設する方法、既設の HOV レーンを HOT レーンに転換す

る方法の双方がある。 

 米国会計検査院（United States Government Accountability Office（以下「GAO」

という））は 2012 年 1 月、連邦議会下院の要請を受け、レポートを発表した。本レポ

ートは、米国で導入されている交通混雑緩和のための課金施策（HOT レーン及びピー

ク時混雑課金）について、連邦政府の役割、施策の効果と課題について報告している。 

 施策の効果については、事後評価が既に実施済みである 14事業（HOT レーン 5事業、

ピーク時混雑課金 9 事業）を対象に詳細調査を行い、とりまとめを行っている。この

HOT レーン 5事業は表 4.3 のとおりである。 

表 4.3 GAO のレポートで効果が報告された HOT レーン 

事業名 設置都市 
延長 

（マイル） 

全線 

料金 
運用開始年月 

SR 91 
カリフォルニア州 

オレンジ郡 
10 

$1.30- 

$9.75 
1995 年 12 月 

I-15 
カリフォルニア州 

サンディエゴ 
16 

$0.50- 

$8.00 
1996 年 12 月 

I-394 
ミネソタ州 

ミネアポリス 
11 

$0.25- 

$8.00 
2005 年 5月 

SR 167 
ワシントン州 

シアトル 

北行き 11 

南行き 9 

$0.50- 

 $9.00 
2008 年 5月 

I-95 
フロリダ州 

マイアミ 
7 

$0.25- 

 $7.00 
2008 年 12 月 

注：事業名中「I」はインターステートハイウェイ、「SR」は州道の意 

 

本レポートでは、HOT レーンの導入効果について、全体的に、HOT レーン及び隣接レ

ーンの双方において、渋滞の減少、旅行速度の向上、旅行時間の短縮が見られる。ま

た、隣接レーンの改善効果は、運転手単独の車両が HOT レーンに移行したことに伴う
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ものである。しかしながら、HOT レーンを追加的に建設している場合には、上記の効

果が課金導入によるものか車線増設によるものかの判別はできない。また、本レポー

トは、HOT レーンの導入効果を評価している事業数が少ないため、当該施策の効果を

結論づけることは現段階では難しいと述べている。 

以下では、I-394 を取り上げ、HOT レーンの効果を概説する。 

（２） I-394（ミネソタ州）の事例 （表 4.4、図 4.2 参照） 

I-394 は、ミネソタの中心市街地と I-494 環状線及び西側市街地を東西に結ぶ主要

幹線道路である。1992 年に現在の 6車線になり、そのうち 2車線がリバーシブルな HOV

レーンとして開設されたものの利用数が非常に少ないことが問題となっていた。州の

ガソリン税が、1988 年から引き上げられていなかったため、財政的な制約からレーン

課金とすることが 2003 年に決定され、料金所のない完全に電子化された HOT レーンが

2005 年 5月に開通した。 

表 4.4 ミネソタ州 I-394 の概要 

課金タイプ レーンプライシング 

課金目的 Ｉ－394 の無料車線の渋滞緩和、既存 HOV レーンの利用 大化 

導入時期 2005 年 5月 

課金時間帯 ・並流レーン（夜間及び早朝は一般開放）  

流入交通 6：00～10：00 流出交通 14：00～19：00 

・リバーシブル・レーン（都心部に近い区間） 

流入交通 6：00～13：00 流出交通 14：00～15：00  

課金対象車輌 乗車人数１名（乗車人数 2名以上の乗用車、バス、オートバイを除く）、大型車

は利用不可 

延長 I-394（約 18km）の HOＴレーン 

 

 

出典：FHWA 
図 4.2 I-394 の HOT レーン 
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I-394 の HOT レーンの占有率、旅行速度に応じて変動する。課金の範囲は 0.25～8ド

ル/回（22～714 円）である。 

I-394 の HOT レーンの効果評価は以下の通りである。 

① 地域全体の交通需要は低下しているが、新たに導入された I-394 の HOT レーンに

おいては、ピーク時に 9～13％交通量が増加し、全体の交通量はピーク時に 5％増

加している。 

② HOT レーンの交通量が増加したにもかかわらず、ほとんどの地点において旅行速度

は変化していないか、わずかに上昇している。一部例外を除いては、旅行速度を

維持するための HOT レーンの価格設定のアルゴリズムは成功している。 

③ HOT レーン実施中の無料車線における旅行速度もわずかに上昇している。一方、交

通量もわずかに減少している。 

４．３．３ 走行距離課金の動向 

（１） 米国の走行距離課金の動向 

１）全米陸上交通インフラ資金調達委員会と提言 

全米陸上交通インフラ資金調達委員会は、SAFETEA-LU の条項に基づいて設置され、

将来の道路や公共交通のニーズ、陸上交通の必要な財源規模及び資金調達のための代

替的な手法について検討し、”Paying Our Way – A New Framework for Transportation 

Finance” と題して提言をまとめている。本提言では、様々な状態を想定して燃料税

と道路インフラへの必要経費（整備費、維持費等）のバランスを試算した結果、図 4.3

に示すように連邦レベルの年間必要額が約 1000億ドルに対して、収入はその３分の１

の約 320 億ドル程度と予測している。また長期的には、現在の燃料税に依存する制度

は、電気自動車や燃料効率の高い自動車の普及などにより持続可能性が低いことから、

2020年までに、本格的に走行距離課金に移行する準備を開始すべきであるとしている。 

  

 

図 4.3 Paying Our Way レポートと将来予測 
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２）走行距離課金に関するパイロットプログラム （表 4.5 参照） 

 上記委員会の検討と並行して、走行距離課金に関するパイロットプログラムが、表

4.5 に示すようにワシントン州、オレゴン州、ミネソタ州の３地域でモニターによる

社会実験が実施されている。また、アイオワ大学が主体となって、仮想的な課金シミ

ュレーション手法を組み合わせた実証的実験も全米 12 州を対象として実施されてい

る。ここでは、タスクフォースを立ち上げ、具体的な走行距離課金の制度設計を検討

しているオレゴン州及びミネソタ州のパイロットプログラムにおける社会実験の概要

及び制度化に向けた検討について解説する。 

表 4.5 米国の主な走行距離課金パイロットプログラム 

 

３）オレゴン州における走行距離課金の検討 

オレゴン州は、ガソリン車の著しい燃費向上と電気自動車やプラグイン・ハイブリ

ッド車の普及による燃料税収の長期的な減少が推測されることから、道路の長期的な

財源確保を検討するため、2001 年に州立法議会は法案を採択し「道路利用者料金 TF 

(Road User Fee Task Force)を設立した。タスクフォースの役割は、受益者負担に基

づき、自動車の燃料効率向上が将来的な道路サービス水準の維持に与える悪影響を

小限にとどめるための税制度を計画することである。タスクフォースは、2003 年 3月

に現行燃料税の代替案として も公平で信頼できる課金方式として、走行距離に対す

る課金の導入を提言した。その後、2005 年から 2007 年までの間、ポートランド都市

圏を対象に約 300 名、285 台の参加のもと社会実験が実施された。 

タスクフォースは、実験に参加する車両に GPS による位置検知機能がある車載器を

配布した。車載器には、GPS の位置情報と走行距離計に接続されたセンサーの走行距

ワシントン州 オレゴン州 ミネソタ州 全米12州

実験時期 2005〜2006 2005〜2007 2011〜2012 2008〜2010

課金実験

車両

４００台 ２８５台 約500台 第1段階:1207台

第2段階:1446台

課金レート

セント/マ

イ ル

0〜50。時間帯、

曜日、道路種別

差別化

0〜1.2。一部、

渋滞区間、時間

の差別化

2.1。スマホ使用

者には割引

0.33〜2.19

シミュレーショ ン

のみ

課金額の

算定

GPS付車載器で

走行距離、走行

時間を計測，課

金額を算出

GPS付車載器で

州内の走行距

離を計測、GSで

課金額へ換算

GPS付スマホで

走行距離、課金

額を算出。OBD-

IIで走行距離情

報を 補完

走行計、速度

計、GPSのいず

れかの情報で走

行距離を計測

車載機 GPS+GSM機能。

シーメンス社製

車載器

GPS+DSRC機

能

GPS+GIS+GSM

機能付スマート

フォ ンOBD-II

GPS+GISデータ

+GSM機能

OBD-II

通信方式 GSMで車載器か

ら中央サーバー

に走行距離、課

金額を送信

DSRCにより車

載器からGSの

アンテナへ走行

距離情報を送

信

GSMで車載器か

ら中央サーバー

に課金に必要な

データを 送信。

GSMで定期的。

自動的にデータ

センターへ課金

額情報を送信

プラ イ バ

シー保護

対策

車載器には走行

時間は記録され

ない等の工夫

車載器には走

行距離のみ記

録。GSでは

DSRCを 採用

課金に必要な

データだけを 送

信

参加者に識別番

号を割当、情報

は課金総額のみ
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離情報により州内及び州外の走行距離が記録される。また混雑課金に対する実験も併

せて行うため、混雑時間帯の走行距離も集計される。走行距離に応じた課金は、ガソ

リンスタンド（以下 GS）に設置された機器と車載器が狭域通信（DSRC 2.45GHz）によ

り走行距離データが転送され、GS の機器により課金額に換算、請求される（GS では、

燃料税額も請求書に印字）とともに州当局の中央センターに転送される手順で行われ

る。なお、走行距離課金と燃料税の二重支払いを避けるため、GSでの徴収が採用され

た。料金は、現行の州燃料税率（24 セント/ガロン）を乗用車の平均燃料効率（20 マ

イル/ガロン）で除した 1.2 セント/マイルを基本として設定された。 

なお、オレゴン州では、2013 年 7月に州議会において、走行距離課金の法案が可決

成立し、2015 年から一部の車を対象として実施することとしている。 

４）ミネソタ州における走行距離課金の検討 

 ミネソタ州は、オレゴン州と同様にタスクフォースを設置して、走行距離課金の検

討を進めている。2011 年 11 月にまとめたレポートによれば、ガソリン車と電気自動

車では大きな負担に対する不公平が生じるとともに（表 4.6 参照）、税収の低下とそ

れに伴う道路の維持管理・改築への財源不足が明かである。 

同州の社会実験は、ミネソタ都市圏を対象とし、約 500 台の参加車両で実施された。

特徴として、スマートフォンの GPS 機能と通信機能が活用されている。課金の流れは、

①スマートフォンで取得した GPS 情報をもとに走行距離の計測、課金額の算出を行う

とともに、OBDⅡ（第２世代車載自己診断）において測定した速度と時間で走行距離を

補完。②GPS で取得した位置情報と地域の境界の情報が入力された GIS データとを照

合し、走行した地域を確定。③課金に必要なデータだけをスマートフォンから通信セ

ンターに毎月自動的に送信。④データを基に課金額を請求。なお、本社会実験では、

スマートフォンは参加者に無料で配布され、課金レートは、約 2.1 セント/マイルに設

定された。 

表 4.6 各車種間の年間税額（州・連邦）の試算比較 

 

注）州の燃料税：$0.28/ガロン、連邦の燃料税：$0.184/ガロン 

同州では、走行距離課金の政策展開、技術開発の方向性等を整理し、以下のように

提言をまとめた。 

①燃料源が、電気・ガソリン・ガソリン-ハイブリッド等が混在するなか、全てのユー

ザーが、燃料の種類に関係なく道路の維持・拡張の財源を公正な分担で負担。 

②燃料税の歳入と道路の維持管理、拡張のための費用との間のギャップに対処するた

めに走行距離課金を導入するかどうかについては、慎重な議論が必要。 

車種
燃費（マイル/ガロン）

税種 州 連邦 州 連邦 州 連邦 州 連邦
2.0万マイル/年 $280 $184 $187 $123 $140 $92 $0 $0
1.5万マイル/年 $210 $140 $140 $92 $105 $69 $0 $0
1.0万マイル/年 $140 $92 $93 $61 $70 $46 $0 $0

トラック 乗用車 電気自動車
20 30 40 -

ハイブリット車
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③当面は、隣接する州が連携して実証試験を実施。 

④走行距離課金は、専ら道路交通システムに活用。 

⑤初期の実装システムは、単純なものから開始し、付加価値サービスを順次拡張。 

⑥プライバシー保護への配慮と対策。 

 

図 4.4 ミネソタ州の社会実験におけるスマートフォン車載器 

（２） EU における走行距離課金の動向 
 １）大型車課金に関する EC 指令 
1999 年に大型車課金に関するＥＣ指令が出され、これによってＥＣメンバー国にお

いて大型車にインフラ費用を課金することが可能になった。課金は、①利用距離によ

るもの（対距離課金）、②利用時間によるもの、の二つがある。 

目的は、加盟国間の運輸業の競争の歪みの是正が主である。 

① 通行料は、インフラ費用（建設、運営、維持管理）の回収の原則のみに基づく。 

② 環境対策、混雑抑制、インフラ損傷の 小化、安全のためであれば通行料を変

化できる。ただし、環境・混雑費用をそのままは課金できない。 

③ 排出クラス、時間帯、特に混雑が激しい道路、環境に著しい損害を与える貨物

車は課金額を変化できる。 

④ 課金収入は交通部門及び全交通システムの 適化の利益のために用いられる。 

その後、2011 年にＥＣ指令が改正された。この改訂によって、ＥＵメンバー国にお

いて大型車にインフラ費用に加えて環境費用の回収を目的とした課金をすることを可

能にした。 

２）ドイツにおける対距離課金制度 
ドイツは 1980 年代末から対距離課金の実施に関する検討を開始し、1995 年に固定

年費用課金（ビニェット方式）に基づく大型車課金制度が開始された。2005 年 1月か

ら、 ＥＣ指令（1999/62/ＥＣ）および「アウトバーン対距離課金法」に基づき、イン

フラコストの公平な負担を目的として、自動徴収方式による一部区間を除くアウトバ

ーンと一部の連邦道路を対象に大型車課金システムが開始された。2011 年 6月に「ア

ウトバーン対距離課金法」が「連邦長距離道路課金法」に改定され、一定の要件を満 
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図 4.5 EU における走行距離課金の実施状況 
たす連邦道も課金対象となることとなった。2011年 9月から、ドイツの車載機がオー

ストリアの課金徴収にも対応した。また、2012年 8月 1日には大型車課金の対象道路

が連邦アウトバーンに加え、4車線以上の連邦道路に拡大された。 

 ドイツの対距離課金は総重量12ｔ以上の大型商用車両がアウトバーンと一部の連邦

道路を走行する際に走行距離に応じて課金する仕組みである（表 4.7 参照）。 

表 4.7 ドイツの対距離課金制度の概要 

項目 概要 

課金タイプ 大型車対距離課金（全国） 

課金目的 ・インフラコストの公正な負担、貨物輸送のモード間の公正な競争の確保 

・新たな財源の創出、電子課金システムにおける先駆的役割等 

導入時期 2005 年 1月 

課金時間帯 24 時間 

課金対象車輌 ・総重量 12ｔ以上の大型商用車両 

・バス、軍用車両、警察車両、消防車両、救急車両等を除外 

対象地域 一部の区間を除く連邦アウトバーンと一部の連邦道路（約 14、000km） 

課金方法 ・自動ログオン：車載器が GPS その他の位置感知センサーにより自動的に走

行距離を探知し、トラックの種類と課金レート情報に基づき料金を計算

（DSRC、GPS を利用） 

・手動ログオン：トール・ステーション・ターミナルかインターネッ 

トで走行ルートを設定し、課金額を計算し、登録 

課金額 課金額は走行距離に加えて、車軸数と排出性能によって差別化（0.141 

～0.288€/km（15～30 円/km）） 

収入の使途 連邦道路の維持・建設費の確保、道路・鉄道,水路改善のための投資 

 出典：日本交通政策研究所、今西氏作成資料 

　　　　電子課金（GPS, DSRC等による対距離課金）

　　　　ユーロビニエット（日・月等の対時間課金）

　　　　国独自のビニエット（日・月等の対時間課金）

　　　　有料高速道路

　　　　ビニエットも料金もなし

　　　　同上、準備中

2色塗り図の出所）EUROPEAN
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課金額は車両の車軸数と環境性能によって異なり、2012 年 10 月現在で 0.141€/km か

ら 0.288€/km であり、 小と 大はおよそ２倍になっている。課金額は、導入当初は

0.09～0.14€/km であったが、その後徐々に引き上げられている。 

 

４．４ 道路交通情報の提供 

４．４．１ ダイナミック・ルートガイダンス (図 4.6 参照) 

道路交通情報をトラフィックカウンターや速度センサーから混雑度合を判別・配信

し、車載ナビ、携帯端末に表示する VICS が広く普及してきた。また、高速道路上に配

置された ITS スポットにより広域的かつ詳細なダイナミック・ルートガイダンスが始

動している。さらに、国内外ともに、自動車メーカー、民間情報関連企業による交通

情報提供もスマートフォン等の個人端末の普及とともに大きな潮流になっている。こ

れらの道路交通情報の提供サービスにより、ユーザーが出発時間、走行経路等を選択

することは一般化している。 

潮来IC

友部JCT藤岡JCT

大月JCT

御殿場 IC

岩舟JCT

富浦 IC

東名高速

中央道

関越道

東北道

常磐道

東関東道

館山道

北関東道

潮来IC

友部JCT
藤岡JCT

大月JCT

御殿場 IC

岩舟JCT

富浦IC

東名高速

中央道

関越道

東北道

常磐道

東関東道

館山道

北関東道

ＩＴＳスポットによるダイナミックリートガイダンス

東北道走行時の情報提供エリア
ＶＩＣＳ

サービスエリア
（FM-VICS in
埼玉県内

Destination
(KOHOKU)

Destination
(KOHOKU) Area of Service

(“ITS Spot”) 

VICS

東北道走行時の情報提供エリア
ダイナミックルートガイダンス

 

図 4.6 ダイナミック・ルートガイダンスの概要 

 

４．４．２ NAVI de HANSHIN プロジェクト 

 スマートフォン等の活用によるサービスは、阪神高速道路(株)、国土技術政策総合研

究所、民間企業により、2012 年より「Project Z NAVI de HANSHIN!」が実施されてい

る(http://navi-de-hanshin.jp/pdf/bosyu02.pdf)。このプロジェクトでは、区間 ID

方式コンバータ/配信システムにて「交通事故多発地点情報」および「分合流部におけ

る安全運転に関する情報」と「工事予定情報」を配信している。情報配信アプリケー

ションとして、NAVITIME のスマートフォン向けのカーナビゲーション・アプリケーシ

ョンと、ゼンリンデータコム開発の特設 Web サイトを通じて 3 種類の道路関連情報が

道路利用者に配信されるものである。このプロジェクとは、図 4.7 に示すようにスマ

ートフォンを活用して、道路管理者と民間交通事業者等が共同で情報を提供する画期

的な試みであると考えられる。 
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図 4.7  NAVI de HANSHIN プロジェクト 

 

４．５ レーン誘導・速度コントロール 

４．５．１ 欧米における導入状況 

レーン誘導・速度コントロールは、交通管理者が渋滞時、異常時（事故、異常気象

等）に円滑な交通を維持するために推奨的あるいは強制的に走行レーン誘導及びレー

ン毎の速度をコントロールする施策である。イギリス・米国で導入しているアクティ

ブ・トラフィック・マネジメント（Active Traffic Management: ATM）が代表例であ

る (FHWA、 2007)。ATM は、交通量やや速度のデータに基づきリアルタイムで速度を

制御する。特に事故発生時には、事故処理車のレーンを確保するため、一般車の路肩

走行を可能とし、事故処理時間の大幅な短縮を実現した。 

 

 

図 4.8 英国における ATM（交通事故時の交通処理時の路肩走行） 
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４．５．２ 我が国の導入状況 

（１）サグ部における渋滞のメカニズム 

我が国では、高速道路のサグ部や上り坂部のような勾配変化区間が交通容量上のボ

トルネックとなりやすい。我が国の都市間高速道路における渋滞発生状況は、ETC の

普及により料金所渋滞がほぼ解消された現在、サグ・上り坂部が約 6割を占めている。 

 高速道路サグ部の交通流現象や渋滞発生要因について、交通量が増加するに従い追

越車線に車が集中し始め、車線利用に偏りが生じるようになる。しばらくすると追越

車線を走行中の一部の緩慢な車両を先頭に密で大きな車群が形成され、減速波が増

幅・伝播しやすくなる。ここで、車群先頭車が勾配変化区間に差しかかると、勾配変

化に気づかずに無意識な速度低下を引き起こす。この速度低下により生じた減速波が

上流に増幅・伝播することで渋滞発生のきっかけとなる。以上、一般的に知られるサ

グ部での渋滞発生メカニズム(仮説)を図 4.9 に示す。また渋滞発生後は、渋滞に長時

間巻き込まれたドライバは漫然と運転しがちとなり、渋滞先頭位置を通過した後も直

ちに速度回復しないことで渋滞解消が遅れることとなる。 

 

図 4.9 サグ部における渋滞発生のメカニズム(仮説) 

 

（２）道路インフラと車両制御との連携による渋滞削減策 

 １）渋滞緩和策の検討の経緯 

国土交通省では、ITS を活用した交通の円滑化を進めている。一方、民間自動車会

社では、ACC(Adaptive Cruise Control：設定された速度を上限に、先行車の速度に合

わせ一定の車間を確保して追従走行することができる）等の車両制御技術を活用し交

通円滑化することで渋滞削減等を目指す取組などが進められていた。 

国土技術政策総合研究所（以下「国総研」という）では、「高速道路サグ部等交通円

滑化研究会」（座長：大口敬東京大学教授、自動車会社、高速道路会社、国土交通省道

路局、自動車局で構成、以下「官民サグ研究会」という）を 2010 年に設置し、路車間

通信技術と ACC 等車両制御技術との連携によるサグ部をはじめとする渋滞箇所への効

果的な交通円滑化対策を研究し、その普及のあり方について検討することとした。こ

れまで、東名高速道路（下り）22.0kp 付近大和サグ部を対象に、渋滞要因を分析し、

路車連携によるサグ部交通円滑化対策をとりまとめるとともに、対策効果把握、実証

方法の検討を行った。渋滞要因については、先述の既往知見も踏まえ、サグ部の渋滞
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の主要要因を次の3つに集約した。 

①車線利用の偏り（車線間の不 

 均衡） 

②ドライバにより異なる希望速

度・車間に起因する車頭時間の

ばらつき（同一車線内の不均衡） 

③勾配変化等に起因する車頭時

間の極端な増大・減少 

２）具体的な渋滞緩和策の検討 

これらの渋滞要因に対して、交

通円滑化対策の目標を「車両の横

断方向（車線間）、縦断方向（車線

内）における空間的なばらつきの

均一化」と整理した。これを実現

するためにドライバに対して以下

の「交通円滑化に寄与する走行方

法」について広報・啓発等を行い

自発的な協力を求めることで渋滞

削減することを検討している。 

交通円滑化に寄与する走行方法 

（渋滞発生前） 

・キープレフトを遵守する 

・ドライバによらず適正な車間時 

 間を目指す 

・縦断勾配変化区間等のボトルネ

ック部においても、車間時間が必

要以上に増加・減少しない 

（渋滞発生後） 

・渋滞を抜けた後は速やかに加速

して前方車についていく 

この走行方法を支援する ITS サ

ービスとして、サグ部交通円滑化

路車連携サービスを表 4.8 のとお

りまとめた。各サービス 1～3のイ

メージを図 4.10 に示す（なお、サービス 4は将来検討のためイメージ図は記載してい

ない）。 

また、次の通り各サービスについて交通シミュレーションなどにより渋滞削減効果

を確認している。 

サービス 1 については、代表的なサグ部となる東名高速（下り）大和サグ部（3 車

線）と東北自動車道（上り）矢板（2 車線）において試算した渋滞による遅れ時間の

総和をもとに、全国の主要なサグ部 74箇所に拡大推計した結果、追越車線から走行車

線への移動量が 5％で遅れ時間の総和が約 36％減少すると試算される。  

またサービス 2、3について、国総研がミクロ交通シミュレーションを活用して、一

表 4.8 路車間連携サービスのコンセプト 

サービス実施

タイミング 
連携サービスのコンセプト 

渋滞発生前 

サービス１
車線利用の適正化 

サービス
３  
車間の適
正化 

ボトルネック部での交通流率
低下の防止  
減速波の発生、増幅伝播を抑
制、遮断 

サービス４
車車間通信を活用した車群安定性の向上 
(CACC)  将来検討 

渋滞発生後 
サービス２
渋滞を抜けた後の緩慢な加速の防止 

 
■サービス１ 

 
■サービス２ 

 

■サービス３ 

 

図 4.10 路車間連携サービスのコンセプトイメージ図 

車線変更 車線維持

サグ底部
下り坂

上り坂

ボトルネック位置で交
通流の擾乱を起こさせ
ないよう、車線を維持
するための情報を提供

追越車線への偏りを是正
するための情報を提供

： 速度一定走行

サグ底部
下り坂

上り坂

渋滞先頭よりも手前で速
度回復を促す情報を提供

渋滞先頭位置で、再度速
度回復を促す情報を提供

：車間時間適正化（均一化）走行

車間が

空き過ぎの車両は詰める

詰め過ぎの車両は空ける
サグ底部

下り坂

上り坂

車間を適正化するため
の情報を提供
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定の仮定を置き ACC 車両を混入させた場合、図 4.11 に示すとおり、混入率 3割で渋滞

損失時間を約 5割削減できると試算された。  

 

 
図 4.11  ACC 車両の混入率に応じた渋滞緩和効果推定 

 

５．ITS による道路交通マネジメントを実現する方策 

５．１ ETC/DSRC 車載器の普及向上による高速道路の利用促進 

これまで、高速道路と一般道のシームレス化により、日常的な高速道路の利用が進

むことを強調して述べてきた。国土交通省道路局によると、国民の７割以上が全く利

用しないか、年に数回程度の利用であり、一般的な国民が、通勤や買い物などの目的

で日常生活に利用している状況にはない。スマート IC、上記の料金施策等の高度にマ

ネジメントされた高速道路政策の推進により、高速道路が国民にとって身近な存在に

なり、日常生活にも利用できる状況を作ることが可能であると考えられる。これらの

施策の実行性を高めるためにも、ETC の利用率、普及率を高める施策の展開が不可欠

である。現在高速道路における ETC 利用率は約 90%程度の高いレベルにあるが、100%

を目標として更なる工夫が必要である。他方、我が国の約 8000 万台の保有車両の半分

程度にしか ETC が搭載されておらず、ETC の普及が重要である。道路局では、駐車場

の支払い、フェリーの乗船手続き等の効率化を図るため ETC の多目的利用の制度によ

り推進してきた。先の国土幹線道路部会の答申でも触れているように、ETC の標準装

備化に向けた制度設計の検討が必要である。 

また、ITS スポットによるプローブ情報の収集・加工による安全運転支援、ダイナ

ミック・ルートガイダンスのためにも ETC/DSRC車載器の普及が期待される。 

 
５．２ リアルタイムデータに基づく高速道路の交通マネジメント 

高速道路及び一般道路のネットワークにおいて複数のルート選択が可能となり、その際

にリアルタイムの道路交通情報の提供や弾力的な料金施策は、高速道路と一般道路のシー

ムレス化を図り、交通を相互へ誘導する施策として重要である。IT 技術は、リアルタイム
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で詳細な情報をきめ細かく収集・提供することにより、道路管理者がネットワーク全体の

交通状況を把握し、適切にコントロールすることが可能とする一方、ユーザーが局地的、

限定された時間帯の範囲で賢く行動するようアシストすることに関して得意としている。

高速道路の交通マネジメントでは、IT の活用により①リアルタイムでの混雑や料金の情報

の提供、②交通状況に応じた料金水準の設定､③簡易 ICも含めた広域的なナビゲーション、

④高速道路の一定以上のサービスレベル（走行速度）の維持など、複合的かつきめ細かな

サービスが可能となる。さらに①～④の施策を連動するためには、速度センサー、プロー

ブ情報等の活用により実現可能となるとともに、道路交通マネジメントの複合化されるこ

とによる相乗効果が発揮されるものと考える。 
我が国の高速道路の実情を考慮し、スマートＩＣ，料金施策、ダイナミック・ルー

トガイダンス、レーン誘導等が連動する交通マネジメントを提案したい。 
さらに、各施策が連携することにより、より効果的な高速道路の交通マネジメント

が可能となるものと考えられる。例えば、スマート IC の増設により高速道路へのアク

セス性が向上し、地域の活性化への貢献がある。カーナビでのナビゲーションにおい

てもスマート IC を加味した案内する機種も、ここ 近市販されるようになってきたも

のの、リアルタイム時間、走行位置の情報により判断し、ナビゲーションするシステ

ムの一般化が必要である。  
 また、大都市圏における環状道路等の整備に伴う高速道路ネットワークの効率的な

運用施策が求められる中、時間帯別料金割引あるいは環状道路割引による交通の適切

な誘導が必要とされている。現状においては、高速道路本線、あるいは隣接する一般

道交通管理者において料金割引等に関する情報は提供されていない。提供する方法

としては、当面は、カーナビにおける規定の料金情報に基づく誘導が、次に、IC

に近接する一般道、あるいは高速道路の分岐ポイント付近での料金割引に関する道

路表示板による情報提供も有効であると考えられる。道路表示板による方法として、

米国HOTレーンにおける約3キロメートル手前でのダイナミックな料金表示をする

ことによってドライバーに経路を誘導する方策が大いに参考となる。表示内容は、

ドライバの感受性、行動変容等の慎重な検討と交通管理者との調整が不可欠である。

さらに、将来的には、米国の HOT レーンで適用されている、高速道路の交通状況に

応じて料金を変動させるダイナミックプライシングの適用性に際しては、料金表示

の受容性に関する検討が必要であろう。 

リアルタイムの交通状況に基づき、料金を変動、さらに所用時間・ルート・ 寄

りの IC 等の情報を ITS スポット、WIFI,携帯電波等により電光表示板、カーナビ、

スマートフォン等に提供し、推奨ルートを提示することにより、大型車、環状道路

への迂回誘導、ピーク時の高速道路への誘導、事故処理の迅速化、災害・異常気象

時の誘導等に効果的であると考える。 
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建築分野における基準整備等への取り組み 

建築研究部長 向井 昭義  

 

１． はじめに 

 構造、防火、環境等の建築分野において、建築研究部が取り組んでいる技術基準整備のた

めの研究課題や、建築基準整備促進事業等における技術基準の課題等について概説する。特

に東日本大震災対応で成案となった建築物の天井脱 

落対策に係る技術基準や木造３階建て学校等の防火基準の検討についての取り組み状況を紹

介する。 

 

２．建築研究部が主体となって取り組んでいるプロジェクト研究 

 建築研究部が主体となって取り組んでいるプロジェクト研究の概要を以下に示す。 
（１）地震動情報の高度化に対応した建築物の耐震性能評価技術の開発（研究期間 H22～

H25） 
a)研究の背景と方針 
近年の地震観測網の整備や地震学の進展に伴い、任意地点での地震動の特性が詳細に解明

されつつある。観測または予測された地震動の中には、現在の耐震設計で想定している設計

用地震力のレベルを上回るとされるものもある。一方、建築物に作用する地震力は、地表面

上の地震動がそのまま建築物に入力するとみなした場合より、かなり低減される場合のある

ことが知られている。建築物の耐震性能を適切に評価するには、地震動をより精度良く予測

することに加え、このような「地震動」と「地震力」との関係を見極めることが重要である。 
 そのため、本研究では、民間、大学等の関係機関にも協力を呼びかけ、少しでも多くの建

築物の地震観測記録を収集、分析して「地震動」と「地震力」との関係を明らかにし、地震

動情報の高度化に対応したより合理的な建築物の耐震性能評価技術の開発に取り組む。 
b)研究目標 
 地表面の「地震動」と建築物に作用する「地震力」との関係を明らかにして、①建築物と

地盤の特性の双方を考慮した地震力評価手法、②地震観測結果に基づく継続的な耐震設計技

術の改良方法、③地震観測結果に基づく地盤を含めた効率的な耐震改修技術の開発を行う。 
c)研究成果の活用 
 地震学の最新の知見に基づき予測された「地震動」に対し、建築物の耐震性能をより高い

レベルの工学的知見に基づき評価することが可能となる。これにより、巨大地震が予測され

た場合の建築物一般の耐震基準の点検や個々の建築物の耐震改修を不必要に安全率を高く設

定することなく、合理的に行うことができるようになる。従来よりも、正確に建築物の耐震

性能を評価できるようになるため、建築物に対する安全・安心の度合いが高まるといえる。 
 また、建築物の地震観測は、本研究終了後も実施されるべきものであり、本研究において

このような地震観測結果に基づく「継続的な耐震設計技術の改良方法」を開発することで、

将来の地震学の進展にも対応しつつ耐震設計の精度を常に向上させることを可能とする。 
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（２）再生可能エネルギーに着目した建築物の新技術導入に関する研究（研究期間 H23～
H25） 

a)研究の背景と方針  
 生活水準と共に建物のエネルギー消費は年々増加傾向にある。建物の熱的構造や機器効率

化を一層進めると共に、これからは建物敷地内に存在する自然エネルギーを活用することも

大事であり、再生可能エネルギーを取り入れた新たな基準の策定が必要とされている。 
b)研究目標 
 基準等に太陽光や地中熱等の再生可能エネルギーを位置づける。また、官公庁施設などに

導入して社会への普及を図る。 
c)研究成果の活用 
 省エネ建物を普及させるための技術資料を作成する。 
 

（３）木造３階建て学校の火災安全性に関する研究（研究期間 H23～H27） 
  ５．木造３階建て学校などの防火基準の検討 参照 

 
（４）電力依存度低減に資する建築物の評価・設計技術の開発（研究期間 H25～H27） 
a)研究の背景と方針 
住宅を含む建築物の設備システム、躯体構造の工夫、特殊建材の導入など各種要素技術を

総合して建築物の電力消費のピーク対策への効果を検証することにより、ピーク対策のため

の電力依存度の評価技術及びそれを最適化するための革新的な設計システムの開発を行う。

また、建築物においてピークシフトの効果を評価する方法やピークシフトを最適化するため

の設計手法に係る技術開発を行い、需要側におけるピーク対策を促進する。 
b)研究目標 
 様々なピークシフト技術（新建材、高性能設備など）をある建物に適用したときの建物全

体のピークシフト効果の定量化と検証を行い、ピークシフトに関わる新たな評価手法を構築

する。また、様々な地域、建築物のピークシフト効果について系統的な分析や検証実験を実

施し、ピークシフト技術の体系化を図ることにより、建築物のピークシフトを効率よく実現

する最適な設計システムを開発する。 
c)研究成果の活用 
 建築物のピークシフトの効果を評価する手法の提示、建築物のピークシフトを最適化する

ための設計ガイドライン及びツールを提示することにより、建築物の消費電力を下げるだけ

ではなく、電力ピークも下げることができ、夏場のピーク時にあわせた我が国のエネルギー

需要の軽減に資する。 
 
（５）災害拠点建築物の機能継続技術の開発（研究期間 H25～H28） 
a)研究の背景と方針 
 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震では、津波による構造被害、非構造
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部材（非構造壁・天井等）の損傷に伴う建築物継続使用性能の喪失、災害拠点となるべき庁

舎建築物の被害が顕在化した。津波に対する構造安全性、竜巻飛来物に対する外装材の性能、

地震に対する非構造部材の損傷軽減方法に関して、新たな技術開発、評価法の提案を行う。 
b)研究目標 
 地震動のみならず津波や竜巻を含めた災害発生後も発災直後から避難指示・応急復旧等の

指示拠点となりうるよう機能が維持できる災害拠点ビルの技術開発を目指している。こうし

た技術を活用し、今後想定される東海・東南海地震や首都直下地震に対して、建築物が災害

後も拠点としての機能を維持するために配慮すべき設計技術水準を提案することを目標とし

ている。 
c)研究成果の活用 
 技術開発された成果は地方公共団体等の公的施設および民間を含む拠点施設の継続使用性

を評価するガイドラインに反映させるほか、各種基準にも得られた知見を活用し、開発した

技術、評価法の BCP への反映など官民双方への普及を目指す。 

 

３． 技術基準の見直し（技術原案の提示）を行う体制等 

 建築研究部では、東日本大震災の被害を踏まえた対応や個別の研究開発に対応した課題設

定を行い、技術原案の検討・提示を行っている。 
 

図１ 建築関連技術基準の検討体制 
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東日本大震災に関連した主なものとしては、 
a)津波避難ビルの構造上の要件に関する技術基準 
b)天井脱落対策等に関する技術基準 
c)長周期地震動への対応方策の検討 
 またその他の個別の研究開発に関連したものとしては、 
d)大規模木造建築に係る防火基準の見直し検討 
 などがある。 
 これらについては、国土技術政策総合研究所に学会等の有識者をメンバーとして、それぞ

れ建築構造基準委員会、建築防火基準委員会を設置・運営し、実務者等の意見を踏まえつつ

技術基準の見直しを行う体制を整備している。（図１ 参照） 
  

４． 天井脱落対策に係る技術基準等 

（１）建築物における天井脱落対策試案 

東日本大震災においては、広範囲に多数の建築物で天井脱落被害が生じている。 

従来、建築基準法施行令において、地震動により脱落しないことは規定されていたが、こ

れの具体の技術基準は規定されておらず、技術的助言において対策を示しているだけであっ

た。 

これらの被害を踏まえ、震災後直ぐに平成 23年度の建築基準整備促進事業（国が建築基準

法等における技術基準を策定・改訂する上で必要な事項について、国の設定した課題に関し、

実験等の基礎的なデータ・技術的知見の収集・蓄積等を行うものを公募して、その費用に対

し補助を行う事業。平成 20年度創設、平成 24年度は 27課題について調査実施）を活用して

検討を進めることとし、調査課題として「41.地震被害を踏まえた非構造部材の基準の整備に

資する検討」を設定し、独立行政法人建築研究所と共同研究を行うこととして公募により選

定された一般社団法人建築性能基準推進協会において委員会が設置され、被害分析等が進め

られた。 

この成果を踏まえ、国土技術政策総合研究所において、天井脱落基準対策検討 STG を建築

構造基準委員会技術基準原案作成 TGに設置し、技術基準原案の作成作業を行った。 

技術基準原案については、建築構造基準委員会の審議を踏まえ、住宅局及び国土技術政策総

合研究所により「建築物における天井脱落対策試案」としてとりまとめ、平成 24 年 7 月 31

日から 9月 15 日まで意見募集（パブリックコメント）を行った。 

 

（２）技術基準案 

 「建築物における天井脱落対策試案」に寄せられた意見や平成 24年度建築基準整備促進事

業による追加の調査研究を踏まえ、国土技術政策総合研究所において継続して技術的検討を

行った。そして住宅局において、平成 25年 2月に建築基準法施行令及び関連省令の改正案並

びに関連告示の制定・改正案が作成された。さらにこの政省令・告示案について再度の意見

募集（パブリックコメント）が行われた。そして同年 7月 12 日に建築基準法施行令の一部を
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改正する政令などが公布され、同年 8 月 5 日に天井脱落に係る一連の技術基準告示が公布さ

れた。（施行日は平成 26年 4月１日） 

（３）技術基準概要 

 建築物における天井脱落対策の技術基準の概要を図２に示す。 

 

図２ 建築物における天井脱落対策の対象となる天井と検証ルート 

 

・技術基準が適用される特定天井としては、応答倍率が大きく、脱落するおそれが大きい「吊

り天井」を対象とし、６ｍ超の高さにある、面積が 200 ㎡超、単位面積あたりの質量 2kg/m2

超で、人が日常利用する場所に設置されているものである。応答倍率がごく小さい天井（直

天井等）は対象としない。 

・稀地震で天井が損傷しないことを検証する。これによって稀地震を超える一定の地震にお

いても脱落の低減を図る。検証は、以下のいずれかのルートを適用し行う。 

・特定天井のうち特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれがあるものについては、劣化防止措

置を講じる。 

a)仕様ルート（一定の仕様に適合するもの） 

 耐震性等を考慮した天井の仕様に適合することで検証を行う。天井単位面積質量 2kg/m2超

20kg/m2以下の天井が対象である。また、水平方向の地震力に対し、斜め部材等を配置し、周

辺にクリアランスを確保する方法を想定している。 

具体的には、天井材の緊結、支持構造部の仕様、吊り材の規格、吊り材及び斜め部材の取
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り付け方法、吊り材の配置方法、天井面の段差等、吊り長さ、斜め部材の配置、天井面構成

部材と壁等とのクリアランス、屋外に面する壁等とのクリアランス、屋外に面する天井の仕

様に関する規定がある。 

b)計算ルート（計算により構造耐力上の安全性を検証するもの） 

 耐震性等を計算で検証する方法を設定しており、水平震度法と応答スペクトル法及び簡易

スペクトル法がある。ここでも、水平方向の地震力に対し、斜め部材等を配置し、周辺にク

リアランスを確保する方法を想定している。 

 具体的には、天井面構成部材の各部分の剛性及び強度、地震動に関する安全性の検証、天

井面構成部材と壁等とのクリアランス、風圧並びに地震以外の震動及び衝撃の適切な考慮に

関する規定がある。 

c)大臣認定ルート 

・構造躯体の特性を時刻歴応答解析で検証する建築物について天井の耐震性等を検証する。 

・複雑な天井等の仕様ルート及び計算ルートに適合しない天井の耐震性等を実験及び数値計

算で検証する。 

d)落下防止措置（既存建築物） 

 既存建築物の増改築時に適用できる基準として位置つけられている。天井が損傷しても落

下しないような措置がなされているもので、ネットの設置や天井をワイヤ等で吊る構造など

である。 

 

（４）天井及びその部材・接合部の耐力・剛性の設定方法 

 計算ルートでは、天井の許容耐力が必要であり、その数値は繰り返し載荷試験その他の試

験又は計算によって確認することとされている。また、使用する部材が一定の剛性や強度を

有することや接合部の緊結状態の確認が必要な場合もある。そこでこれらの検討に資するこ

とを目的に、部材、接合部及び天井ユニットの標準的な試験・評価の方法を参考資料として

作成している。 

試験体の種類は、1)部材単体（天井下地材）、2)接合部（吊りボルトの上端、クリップ、ハ

ンガー、斜め部材の上・下端）、3)天井ユニットの３通りに分けられる。また、加力方向・載

荷方法としては、曲げ（一方向）、引張（一方向）、圧縮（一方向）、水平（一方向及び正負繰

り返し）がある。これらを適宜組み合わせて、各々、適用範囲、試験体（試験体数含む）、試

験方法、許容耐力や剛性の評価方法を定めている。 

以下に例として接合部の許容耐力・剛性の評価法を示す。 

a) 接合部の許容耐力 

・ 引張方向又は圧縮方向 

一方向加力試験の結果に基づき、以下の値とする。 

許容耐力＝損傷時の荷重／1.5 以上の数値  

・ 水平方向 

正負繰り返し加力試験の結果が一方向加力試験の結果と概ね同等であることが確かめら

れた場合には、以下の値とする。 
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正または負の許容耐力＝一方向加力試験での正または負の損傷時の損傷時の荷重／繰

り返し加力試験の制御変位の基準値の設定に用いた 1.5 以上の数値 

b) 接合部の剛性 

加力方向ごとの荷重－変位曲線に基づいて、損傷時の荷重に相当する点と原点を結ぶ直線

によって得る。 

 

参考文献：国土技術政策総合研究所資料 No.751、建築研究資料 No.146 「建築物におけ

る天井脱落対策に係る技術基準の解説」 平成 25年 9月 

 

５． 木造３階建て学校などの防火基準の検討 

（１）検討の背景 

2010 年 10 月に、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が施行された。こ

れをうけて、国土交通省では、木造 3 階建て学校に関する建築基準法の防火関係規定の見直

しに必要なデータを収集するための研究を開始した。 
現行の建築基準法では、多数の在館者がある建物等の避難安全上の要求から、階数又は面

積により耐火建築物又は準耐火建築物とすることが義務付けられる。例えば学校については、

3 階建てとする場合には耐火建築物（主要構造部を耐火構造とすること等が必要）としなけ

ればならず、主要構造部等の制限により、木材利用はほぼ制限される状況にある。また、延

べ面積が 3,000 ㎡を超える大規模な木造建築物等については、火災の際に周囲に著しい危険

を及ぼすおそれが大きいことから、その主要構造部を耐火構造としなければならないと規定

されている。しかし、建物が在館者の安全な避難・救助が完了するまで火災に耐える性能を

満足する場合や、大規模な木造建築物等でも火災時に 3,000 ㎡を超える規模に延焼拡大しな

い場合には、一定の仕様を満たすことにより、より木材が利用しやすい準耐火建築物とする

ことが可能となるよう実験を踏まえた検討を実施している。 
 
（２）基準の検討について  

 建物の避難・救助の安全性を確保し、3,000 ㎡を超える規模の延焼拡大を防止する上で、

2012 年 2 月 22 日、国土交通省国土技術政策総合研究所敷地（茨城県つくば市）において実

施された予備実験の結果、以下の課題が明らかになった。 
・1 階出火室から外部開口を通じた早期の上階延焼（2 階へは点火後約 4 分、3 階へは点火後

約 6 分） 
・防火壁を通じた早期の延焼（1 階で点火後約 18 分） 
・防火壁が自立できずに倒壊（点火後 96 分） 
 これらの課題に対して、教室１つ規模の室を用いた実験により内装を不燃化することで建

築基準法で要求する避難安全性が期待できることを確認し、防火扉を含む各部位の耐火性能

を、部材規模の実験により把握した上で、建物として避難安全性や延焼拡大防止性能につい

て以下の対策の効果を確認するため、１時間準耐火構造による実大火災実験（準備実験）に

より確認した。 
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・柱や梁、床を除く建物内装の不燃化（火災初期の延焼拡大抑制・火災盛期の上階延焼抑制） 
・外壁の開口上部へバルコニーや庇の設置（火災盛期の上階延焼抑制） 
・防火壁を構造的に独立させ、防火扉を変更する（延焼拡大抑制） 

また併せて、延焼経路、建物周辺へ及ぼす影響、長時間の火災が継続した場合の試験体の

構造躯体への影響等を評価するためのデータを収集した。 
 
（３）対策の妥当性について 

準備実験は、2012 年 11 月 25 日に岐阜県下呂市で実施した。 

出火室では、点火後 50 分経過しても、火災の成長は局所に止まり、室全体の火災に成長し

なかったため、出火室内の収納可燃物に再度着火した。その後、火源は徐々に成長し、点火

後約 89 分に室内全体に延焼拡大して、外部開口から火炎が噴出し始めた。 
再着火した位置の天井部分を通じて点火後約 129 分に 1 階から 2 階への延焼が起き、点火

後約 139 分に外部開口を通じて 3 階へ延焼した。3 階への延焼が確認できた後、安全管理上

の理由から、点火後 142 分に消火を開始した。 
この結果より、柱や梁、床を除く建物内装の不燃化による火災初期の延焼拡大抑制性能が

確認できた。また、出火室は火災初期から盛期にかけて、避難・救助上必要な間、上階への

延焼拡大は起きなかったことから、外壁の開口上部へバルコニーや庇の設置による上階延焼

抑制効果が確認できた。また、消火するまでの間出火室から階段室への延焼と防火壁を通じ

た延焼が起きなかったこと、出火室内の柱は、実験終了後、表面から 5～6cm の深さまで炭

化したものの実験建物は倒壊せず、防火壁の倒壊もなかったことから、防火壁およびその防

火扉の延焼防止性能の有効性について確認でき、各種のデータも収集することができた。 
なお、実験建物の概要や代表的な室の温度やビデオ映像等の結果については、国土技術政

策総合研究所のウェブサイトに掲載している。 
 

（４）おわりに 

今回の実験結果から、木造 3 階建て学校に必要となる避難・救助の安全性を確保するため

の対策手段の有効性が確認できた。これらの対策を元に、技術基準（案）を作成し、防火基

準委員会において基準化に関する審議を経た上で、2013 年 10 月 20 日に仕様や実験方法を調

整した実大火災実験(本実験)を行い、これまでの実大火災実験の成果等も活用して、木造 3
階建て学校に必要となる火災安全性を確保するための技術的内容を最終的に確認する予定で

ある。 
準備実験を実施するにあたり、下呂市・中津川市をはじめとして多くの方々にご協力を戴

いた。また、木造 3 階建て学校の火災実験（準備実験）及び教室規模の実験等は、木造建築

基準の高度化推進事業の事業主体（早稲田大学、秋田県立大学、三井ホーム、住友林業、現

代計画研究所）、（独）建築研究所との共同研究の一環として実施した。 
 
【国土技術政策総合研究所のウェブサイト】 
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kasai/h23/top.htm 
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東日本大震災における住宅分野の取組みと今後の課題 

住宅研究部長 水谷 明大  

 
１ はじめに  

 平成２５年３月に発生した東日本大震災においては、戦後 大の自然災害と言われるとお

り、多数の犠牲者を数え、住宅を失った被災者も多数に上った。１２万９千戸に及ぶ住宅が

全壊、半壊が約２７万戸、一部破損が７０万戸余に及ぶとされる（警察庁、復興庁）。また平

成２５年６月時点で、応急仮設住宅などの入居者数は２９万８千人、１１万６千戸にのぼる。

仮設住宅等入居者は、ピーク時の約３５万人からは徐々に徐々に減少しているものの、未だ

に多数の被災者が避難生活を強いられており一日も早い恒久的な住宅確保、日常生活の回復

が待たれる。 
 

図１ 東日本大震災における住宅被害等の状況 
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図２ 避難者数の推移 

 
 

 国総研住宅研究部では、この度の震災への対応として、発災直後からこれまでの研究蓄積

を踏まえ、避難者への住まいの確保を進める地方自治体などの支援を行うとともに、課題の

解決に向けた調査研究を推進してきた。 
 
 来年３月には震災後３年を迎えるが、本日はこれまで東日本大震災後、被災者の居住確保

に関して国総研住宅研究部として取り組んできた研究、支援などについて紹介するとともに、

今後の課題について考えたい。 
 
 
２ 国総研（住宅分野）の取組み 

 
（１）国総研住宅研究部の使命と研究内容 
 国総研住宅研究部では、住生活基本法に基づいて国民の住生活の安定の確保及び向上の促

進に関する基本的な計画として定められた「住生活基本計画（全国計画）」の実現に向け、調

査研究を行っており、研究成果に基づき国の住宅関連施策の企画立案、制度や基準などの制

度化を支援するとともに、住宅施策を実施する地方公共団体等に対しても様々な形で技術的

な支援を行ってきた。 
 住生活基本計画に掲げられている、「安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築」、

「住宅の適正な管理及び再生」、「多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備」

及び「住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」という４つの目標は、いずれ

も東日本大震災被災地における居住の確保においても目標とすべきものであり、またこれら

（復興庁「復興の現状と取組；平成 25年 7月」より） 
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の目標達成に向けた施策展開に関して示されている、「豊かな住生活を実現するための他分野

との連携による総合的な施策展開」「地域の実情を踏まえたきめ細かな施策展開」などの横断

的視点は、被災地における居住確保に向けても留意しなければならない事項である。 
 
   資１ 住生活基本計画（全国計画）の４つの目標と５つの横断的視点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 東日本大震災発生後、国総研住宅研究部としては、様々な形で既往の研究成果を踏まえて

震災復興の過程に協力、支援してきたところであるが、支援の過程で明らかになった課題は、

今後のこの分野における研究の重要なテーマとなるものと認識している。 
 以下に東日本大震災において住宅分野で展開してきた活動の一端を紹介する。 

震災直後の対応から復興計画の具体化、復興事業の推進などの過程における様々な課題に

対し、現場の状況に応じて現地の自治体や関係者と共に考え、解決に向けて動かしていくと

いう進め方も含め、地域の実情に応じて対応してきた。 
 
 

（１）発災直後～応急仮設住宅の建設への技術的支援 

 被災者向けに自治体が建設する応急住宅供給に関し 
ては、国総研としても職員を現地に派遣し、建設推進 
に係る技術指導を行った。 
 

応急仮設住宅の供給推進に係る取組みに関しては、 
「応急仮設住宅建設必携－中間とりまとめ」（平成２４ 
年５月国土交通省住宅局）として取りまとめられてい 
る。 
 

【４つの目標】 

  目標１：安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築 

  目標２：住宅の適正な管理及び再生 

  目標３：多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備 

  目標４：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

 

【施策展開に当っての５つの横断的視点】 

   ストック重視の施策展開 

   市場重視の施策展開 

   効果的・効率的な施策展開 

   豊かな住生活を実現するための他分野との連携による総合的な施策展開 

   地域の実情を踏まえたきめ細かな施策展開 
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（２）住宅再建計画の検討と災害公営住宅建設促進に係る技術的支援 

 恒久的な住宅確保のうち、自力では住宅再建が困難な被災者の住宅確保に関し、災害公

営住宅の建設が推進されている。国総研としては、災害公営住宅の建設を推進する自治体の

供給計画策定や各地区の計画具体化に向けた検討など様々な支援を行ってきた。 

 

 
特に、災害公営住宅の建設促進を図るとともに、調査を通じて他地区や他の自治体の円滑

な業務推進に寄与することを目的として、国の予算により岩手県、宮城県及び福島県の各県

で実施されている災害公営住宅の計画・供給手法に関する調査について、調査を担当するコ

ンサルタント等に対する技術的な指導を行っている。 
                        図３ 災害公営住宅直轄調査の推進体制 

平成２５年度については、特に優先的に検討 
すべきテーマとして「高齢者支援・コミュニテ 
ィ形成等を考慮したモデル住宅プロジェクト」 
「面整備と一体の地区における供給前倒しに係 
る検討」及び「工程（供給計画）未確定地区の 
解消に向けた検討」の３つを掲げ、各自治体で 
計画されている地区の推進を図りながら、他の 
自治体でもモデルとして参照できる事例として 
取りまとめられる予定である。 
 

表１ 
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この調査への技術的な支援は平成２３年度から継続して実施されているが、災害公営住宅

建設を予定する地区の基本計画等の検討は、岩手県、宮城県及び福島県の３県合計で約４０

都市（平成２３年度、２４年度）において行われている。またこれに加え、災害公営住宅の

供給計画策定支援、住民意向調査の集計分析の支援なども行われている。 
本調査により検討した供給計画や、個別の地区の基本計画、事業推進にあたっての検討な

どは、各自治体における災害公営住宅建設推進に活用され、成果に基づいて事業の進捗が図

られている地区も多い。 
また、検討の成果は同様の課題を抱える他の市町村の参考となる情報としても活用されて

いるところである。 
 
 下は岩手県のある自治体における検討の例である。この地区は、老朽化した公営住宅団地

が津波で被災し、撤去された敷地に災害公営住宅を建設する計画であった。本調査により住

宅供給の方針、住宅の計画内容、設計の方針などの検討が行われている。 
その後、本調査の成果を踏まえて引き続き具体化に向けた検討が行われ、計画内容を見直

した上で建設が行われている。 
 

 図４ 災害公営建設に係る計画検討の例（岩手県） 

  
   （従前の公営住宅撤去後） 
 

     
   （完成間近の様子）                （配置図） 
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（３）自力再建の促進と住宅供給体制の確保に向けて 

 被災者の住宅再建を円滑に推進するためには、施工事業者、設計事業者のみならず、材料・

資材の供給も含め、住宅の生産に関わる全ての過程で平時に比べて増大することとなる住宅

建設需要に対応出来る体制が確保される必要があり、国総研としてもその推移を調査すると

ともに、被災地における供給体制の実態把握、既往の事例調査などを進めてきた。 
 東日本大震災前後の住宅供給（戸建て）の状況は下の図に示すとおりである。震災直後に

は大きく落ち込んでいるが、平成２４年度には大きな伸びを示している。特に宮城県の建設

戸数の伸びが顕著である。 
  

図５ 住宅建設戸数の推移（持家）    

 
（住宅着工統計調査 国土交通省より） 

 
今後、復興事業の進展に伴い宅地の供給とともに住宅建設需要は急増が予測され、供給力

が十分確保されるかどうか、材料調達や人員確保の問題、建設需要の増大によるコストアッ

プの問題、ファイナンスの問題、被災者への PR の推進など解決すべき課題は多く、既往の

災害時の対応などを調査・分析を行っているところである。 
 被災地における住宅供給促進に向けた取組みとしては、建築士・設計事務所、工務店、林

業・木材産業関係者などが連携して取組む「地域型復興住宅」の普及体制づくりなど、既に

いくつかの動きがみられ、モデルプランの検討、生産者のグループ化などの取組みが進めら

れている。 
 また、住宅再建の円滑な推進においては、その建設を円滑に推進する体制を整えるととも

に、被災者に対する住宅再建を円滑に進めるための相談体制の整備も重要である。この点に

ついても既往の災害における取組み、その成果などについて調査を行っている。 
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３ 住宅再建の推進に向けた今後の課題について 

 
 被災地における住宅再建については、様々な課題が指摘されており、これまで東日本大震

災への対応として国総研が取り組んできた様々な活動においてもそれを再認し、関係自治体

などとともに対応の方向を検討してきた。 
 とりわけ重要な課題としてあげておかなければならないのは、まずはスピードアップであ

ろう。一日も早い恒久的な住宅の再建、安全で安心できる暮らしの回復が待たれるところで

ある。 
 また、地域として向き合っていかねければならない様々な課題が、この大災害で顕在化し

ていると行ってよい。例えば高齢化の問題、人口減少、地域の活力維持などに対し、住宅再

建と合わせて検討、対応していく必要がある。 
 災害公営住宅建設促進に係る調査においても、今後検討すべき課題として次のような事項

が掲げられている。 
  ・被災者の意向を踏まえた供給戸数の継続的な精査 
  ・高齢者の居住 

・コミュニティの再生 
  ・環境への配慮、自然エネルギーの利用 
  ・面的な整備事業との連携 
  ・段階的整備の検討 
  ・スピードアップに向けた生産、供給体制 
  ・仮設住宅から恒久的住宅への計画的な移行 
  ・居住者選定手続き 
  ・ストック管理                  など 

 

図６ 中越地震における山古志（長岡市）の住宅供給体制 
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（１）住宅再建のスピードアップ 

 震災から既に２年９カ月を経過し、被災地では復興への取組みが着々と推進されているが、

その進捗には地域差も大きく、一層のスピードアップが待たれるところである。 
 住宅の建設については仮設住宅などの仮住まいを早期に解消し、恒久的な住宅の供給を推

進することが急務であるが、さまざまな課題があり、一日も早く被災者が日常生活を取り戻

すことが出来るよう、その推進と課題の解決に向け、国総研としても引き続き支援を行って

いくこととしている。 
 
① 災害公営住宅供給の推進 
 災害公営住宅建設の建設計画と進捗状況は表１に示すとおりである。用地確保は多くの地

区で完了し、建設も相当のペースで進展している。全体の戸数から見ればごく一部ではある

が、既に募集、入居に至った地区もある。被災地における居住の安定に向け、今後一層の供

給促進を図っていく必要があるが、多くの地区では多数の高齢者の入居が見込まれる中、入

居する高齢者の生活支援をどうするか、地域のコミュニティ形成をどのように具体化するか

など並行して検討すべき課題は多い。 
 また、自力再建の道筋がまだまだ明確に見えない中、災害公営住宅への入居希望が増える

傾向も見えている。被災者の希望に応じた対応が基本とはなるが、一時的な災害公営住宅へ

の入居希望を含めて大量に供給を行うことは、将来の空き家発生の要因にもなることから、

各自治体にとって頭の痛い問題となっている。このため、自力再建を含めた住宅再建の道筋

をつけ早期に推進していくことが重要な課題である。 
 とりわけ大きい課題となるのは、原発事故の影響を受けている福島県の市町村について住

宅再建の計画づくりを早期に具体化することである。供給計画づくり、計画に基づく供給の

促進に向け支援を行っていく必要がある。 
 
② 自力再建の促進 
 今後防災集団移転促進事業、土地区画整理事業などの進展により宅地の供給が進んでいく

ことになるが、これに合わせて被災者の住宅再建を促していく必要がある。被災者に対して

はこれまでも各自治体では様々な支援制度の紹介や資金計画の例を示し、被災者が再建計画

を具体的にイメージ出来るよう努力が続けられているが、今後はより具体的な形で住宅建設

につながるような取組みを行っていく必要がある。 
 個々に供給事業者とのコンタクトを取ることが難しい被災者も多いと思われ、相談体制を

整えるとともに、発注者側が共同で発注することにより負担を軽減していくことも検討が必

要と思われる。共同での発注は、急増する住宅建設需要への対応、スピードアップ、コスト

ダウンなどの点でも効果が期待できると思われる。 
 スピーディに事業を進めることと、様々なニーズに対応し、高いレベルの生活環境づくり

を進めるということは両立が難しいことでもある。共同化、共通化によりスピードアップと

コストダウンを図るとともに、個々のニーズへの対応を両立させるような事業の進め方の工

夫も課題である。 
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 自立再建を促すことは、将来自治体にとって大きい負担となる災害公営住宅の供給戸数を

抑えるという観点でも重要な課題である。いくつかの自治体では、先行して建設された災害

公営住宅災害公営への入居希望が予想を上回り、災害公営住宅への入居希望が増えつつある

という現状にある。自力再建のメニューや支援内容を示し、自力再建への道筋をつけること

は将来の空き家発生などによる自治体の負担軽減のためにも不可欠であり、この観点からも

被災者に対する住宅再建の相談体制づくりは重要な課題である。 
 
（２）地域の抱える課題が顕在化 

 東日本大震災の被災地は高齢化、人口減少などが進み、過疎、中心市街地の疲弊などの問

題が進行している地域が多い。この問題に向き合いながら復興を進めるという重い課題への

対応が求められている。この中には個々の地域、市町村では対応が難しい課題も多い。 
 
① 高齢者の居住 
 岩手県の被災地の高齢化率は下のとおりであり、県全体でも全国平均を上回る高齢化率と

なっている中、被災地においては更に高い割合となっている。 
 釜石市が昨年度行った住宅再建の事前登録調査では、災害公営住宅入居希望者のうち高齢

者が世帯主となっている世帯の割合は５０％を超えており、更に深刻な状況である。また、

入居後も年数を経て高齢化率は一貫して高くなることが予測されることから、住宅供給にあ

たって高齢者へのサービスをどのように展開していくかという点についての検討が不可欠と

なっている。 

   
 
 

表２ 
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② 地域コミュニティ再生と様々な居ニーズへの対応 
 被災地の復興に向けた居住環境づくりの重要なテーマとなるものの一つとして、地域コミ

ュニティの再生がある。既存の地域コミュニティの再生はもちろんのこと、防災集団移転促

進事業などの面整備事業により新たに市街地が形成される地域や災害公営住宅の供給地区で

は、住民間の相互の関わり方や周辺地域との関係が新たに形成されていく必要があり、住宅

地の計画や集会所など公益的な施設の計画、またその管理運営において配慮が必要である。 
 また、既に応急仮設住宅における避難生活が長期に及ぶなか、仮設住宅においても新たな

コミュニティが形成されつつあり、今後新たに形成されていくコミュニティに引き継いでい

くことも検討が必要なことと思われる。 
 恒久的な住いの再生に向けては、住宅地や住まいというハード面の再生とともに、地域に

おいて営まれて来たくらしの再生ということを意識して進めていくことが重要な課題である。 
  
（４）増大する業務量への対応 

 

 ① 自治体業務への支援の必要性 

 東日本大震災の岩手県のいくつかの都市の被害状況などを阪神淡路大震災における神戸市

と西宮市の被害状況などと比較したのが表３である。都市によって状況は異なるが、岩手県

陸前高田市や大槌町など、阪神淡路大震災における神戸市や西宮市に比べて住宅が被災した

世帯の割合、特に全壊戸数の割合が大きく、地域での対応がより難しいことを伺わせる。 
 特に、岩手県沿岸部の各都市は規模の小さい自治体であり、限られたスタッフで被災直後

の対応から復興計画の具体化、更に事業実施に係る調整や事業の推進など、膨大な量の事務

をこなしてきているのが実情である。市役所や役場自体も被災し、仮庁舎での業務を余儀な

くされている自治体も多くその苦労は計り知れない。 
 

いずれの震災においても、多数の住宅に被害が出ており、その再建や災害公営住宅の建設

が復興の過程では大きな課題となっているが、自治体の規模が小さい岩手県沿岸部の各自治

体では、住宅建設を専門に担当する部局が設けられていた自治体はほとんど無かったのが実

情である。また震災前の公営住宅管理戸数は各自体とも数百戸（県営含む）と限られた戸数

であり、近年は新規の供給も殆んどない状態であったことから担当スタッフも限られていた

と思われる。このような状況の中で、まとまった戸数の災害公営住宅の建設推進は非常に大

きな困難を伴うものとなっている。 
 
 被災地の自治体では、他地域の自治体からの応援、期限を限った雇用などで補いながら事

務を進めているところであり、UR 都市機構の事業支援、買い取りによる災害公営住宅供給

など自治体の事務軽減のための試みが展開されてはいるが、スタッフに大きな負担となって

いるのは確かである。 
 また今後は、建設完了後の募集、入居、管理に係る業務増大も見込まれている。既に指定

管理者制度の活用なども検討されているが、これを含め更に事務軽減を図る方策も検討する

必要がある。 
 平成２３年度後半からスタートした災害公営住宅に係る直轄調査は、国の委託調査の形で
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市町村が行う災害公営住宅の供給に係る計画作成などを支援するものであるが、市町村で円

滑に事務を推進していくためには、本事業のように専門家やコンサルタントの力を借りて事

務を推進していくための体制づくりが必要であり、今後の持続的な展開方策も含め検討が必

要である。 
 

 
 

 被災者の声を復興に反映していく際には、その支援を行う専門家の活動が不可欠であり、

研究者など各地からの広域的な支援も行われている。 
 今後の復興事業を円滑に推進していくためには、こういった支援体制を持続的に展開して

いくことが必要であり、地元の受入れ体制を含め検討が求められるところである。地域の事

業を持続的に展開していくという視点では、地元の人材、事業者の能力を 大限に活用して

いくこと、また育てていくことが重要であり、このことについても留意しながら支援体制を

構築していく必要がある。 
 
 また、住宅再建の推進にあたっては面的な整備事業との調整、福祉関係施策との調整など

他部局との調整を図りながら連携をとって事業を推進していく必要がある。被災地の各自治

体内の実情は、目の前の仕事を推進していくことで手一杯な場合も多く、この連携について

も支援が必要なところである。被災者の意識をまとめ、行政施策の展開につないでいくとい

う過程で関連部局との調整が図られていくことが望ましく、現地で活動する専門家などの支

援により調整が促進されるというケースもあると思われ、今後の課題である。 
 

表３ 
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 ② 事業者の業務量増大への対応 

 事業が本格化する中、復興に係る様々な事業を推進する事業者側についても、地域を超え

た人材、資材の確保などが課題となっている。 
 地域経済の持続性という視点では、地域の事業者による事業の展開が望まれるところであ

るが、既に震災後の需要増に対応してきているところから、今後面整備事業の進展により土

地利用が始まれば、更なる需要の増大が見込まれており、その供給体制づくりは大きな課題

である。 
 材料供給、資材供給や作業員の確保などに関し地域間の連携について検討していくことも

必要となる。 
 材料の生産、供給体制や材料加工の広域的な対応などについて、既往の災害における対応

の事例、東日本大震災の被災地において試みられている様々な体制づくりなども踏まえ、そ

れぞれの地域の実情にあった体制が確立されることが望まれる。 
 
 また、地域経済の持続性という視点では、住宅再建の一時的な対応の後、地域の生産者が

立ち行かなくなるという事態も懸念されるところである。広域的な連携とともに、地域の生

産力の持続性ということも視野に入れて検討していく必要がある。 
 
（５）維持管理 

 復興の過程で短期集中的に供給される住宅の維持管理も課題の一つである。将来の増改築、

修繕などを含め、維持管理体制が長期にわたり確保されることが必要である。 
 当面は必要 小限、徐々に改善していくような住宅再建が行われれば、地元の供給事業者

の持続性にもつながり、維持管理、補修に関してもきめ細かい対応が可能となると思われる。

供給時点では広域的な支援を受け入れることが必要となるケースにおいても、地元の工務店

との連携により維持管理体制が組まれることとなれば、入居者の安心につながるとともに、

地域経済にも貢献出来ると思われる。いずれにしても地域の生産者が核になって住宅再建が

推進される体制が整えられることが今後の課題と思われる。 
 
 災害公営住宅の管理に関しては、将来の需要減による空き家発生の可能性を視野に入れ、

中長期的な維持管理計画が検討される必要がある。既存の公営住宅ストックに新たに供給さ

れる災害公営住宅を加えると公営住宅の比率が１０％を超える自治体も多く今後の管理上の

懸念事項である。地域によっては被災前から老朽ストックを抱えていたところもあり、災害

公営住宅として供給した戸数を活用して更新を進めることや、場合によっては当座の需要に

対応した後には早期に廃止、あるいは他用途に転換していくということも視野に入れる必要

がある。 
 また、将来の自力再建へのステップとして当面災害公営住宅への入居希望というケースも

あると思われるが、将来の自治体の管理に係る負担を考えると、積極的に自力再建を促すこ

とにより過大なストックを抱えないということが検討される必要がある。 
 既にいくつかの自治体では、災害公営住宅の入居希望者をより確度の高い数字で把握する

努力が行われているが、災害公営住宅の入居希望が増えつつあるという実態も見られる。被

災者の自力再建を促すための取り組みに一層の努力が必要と思われる。 
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（６）仮設住宅から恒久的な住宅への円滑な移行 
  上に述べたとおり、仮設住宅等の居住者は徐々に減少している。今後、恒久的住宅建設

の進展に伴い、廃止される仮設住宅も増えることが予想される。住み替えも含めて集約化を

図っていくことも検討される必要があるが、恒久的な住宅の建設などとの調整により計画的

に推進していくことは今後の重要な課題である。また、高齢者の見守り、コミュニティ活動

など仮設住宅で提供されてきた様々なサービスもあり、恒久的な住まいにおいても持続的な

展開を図ることも今後の課題である。 
 
４ 課題への今後の取組み（研究課題からのトピックス） 
 
 国総研としては、住宅供給計画、供給体制、維持管理、高齢者の生活環境づくり、省エネ

ルギーをはじめこれまで積み重ねてきた研究成果を踏まえ、住宅再建の推進を引き続き支援

していくこととしている。以下に震災後、設定した幾つかの研究課題を紹介する。 
 
（１）スピードアップと地域の供給体制づくりに向けて 

 
 今後面的な整備事業が進展し宅地供給が本格化する段階には、住宅建設の需要が急増する

ことが予想されており、十分な供給体制の確保が懸念材料となっており、引き続き被災地域

の住宅供給に実態把握のために調査、地域の生産体制と広域的な支援のあり方について調査

研究を行い、成果を踏まえた技術的支援を行っていくこととしている。 
 

図７ 地域型復興住宅の生産体制及び広域的支援のあり方に関する研究 

地域型復興住宅の生産体制及び広域支援のあり方に関する研究
（研究期間：H24～H26）

 被災者のための地域の状況に即した恒
久的住宅の整備・確保

 まちづくり事業等との連携

 被災者、住宅生産者双方への情報提供
等支援

 地域の被災状況と復興計画・関連事業に
関する情報の把握

 被災者の状況と意向の把握
 地域の住宅生産体制関連情報の把握

 被災者の健全で安定した生活の確保
 被災地の復興に向けた活動の支援

国総研の研究（(独)建築研究所と連携）

（上位目標）

（国土交通省(住宅分野)のミッション）

（ミッション達成に必要な条件）

（ミッションを阻む要因）
 各種要因による面整備事業等の遅延
 被災者への的確な関連情報提供が困難

 資材・人材不足等による住宅の円滑な生
産供給が困難

◆地域型復興住宅のイメージ

 大規模・広域災害の被災地において有効な住宅生産体制
等の検討・提案

 「被災地域での『地域型復興住宅』の取り組みに関する
実態調査

･･･ 被災３県の住宅生産者の被災後の各種取り組み
(被災者への情報提供等を含む)の実態調査

･･･ 地域型復興住宅等の生産者グループ（木材・資材
供給、流通、～設計、施工）に関する実態調査と分析
･･･ 被災地において有効な住宅生産体制等の検討
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また、福島県では原子力発電所事故の影響から、具体的な復興への道筋を明らかにし早期

に事業を推進していく必要のある地域が残されており、その円滑な推進に向けた支援が必要

となっている。 
 国総研では、避難者等に対する住宅供給計画の具体化、供給手法のあり方などの調査研究

を行い、その成果を踏まえて原発関連の避難者の居住の安定に向けた支援を行っていくこと

としている。 
  
    図８ 原発被害者向けの災害公営住宅供給計画に関する研究 

    
 
 
（２）今後の大災害への備えとして 

 
上に述べた通り、平成２３年度から３箇年にわたり災害公営住宅の建設促進に向けた調査

に対して技術的な指導を行ってきたところであり、基本計画作成などの支援を行った市町村

は４０都市に及んでいる。また多岐にわたる事業推進上の課題についても対応方策の検討や

モデルとなる計画案の提示を行うなど他の地区の事業推進のために有用な情報が調査成果と

して蓄積されつつある。 
 
これまでの取り組みを整理し、様々な課題に応じて市町村が事業を推進していく際の参照

出来る資料として取りまとめておくことは今後の円滑な事業推進に貢献出来るものと考えて
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おり、３年度にわたる取組みの整理、分析を行っているところである。 
また、これは今後襲来が予想されている大災害への備えとしても、重要な意義を持つもの

と考えている。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、この整理分析に併せ、被災者に対する居住確保に関し、東日本大震災における様々

な試みを参考に、将来災害公営住宅として利用することを前提とした住宅の供給を早い段階

で行う方法についての技術的な検討を行うこととしている。 

図９ 大災害における公営住宅の的確な供給手法に関する研究 
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被災地では、従来から行われてきたプレハブ式の仮設住宅だけでなく、様々な形での仮設

住宅の供給が行われており、その中には中長期での使用も可能なものも建設されている。 
他方、仮設住宅における居住が長期に及んでいることから、基礎工事など長期の使用が可

能な仕様の検討が課題として指摘されるところである。現地の状況や将来の災害公営住宅の

需要の見込みによっては、仮設を経ないで将来恒久的な住宅として利用することを想定した

住宅への入居も視野に入れ、各地における試行的な取組も参考に、それが相応しい条件の整

理、推進における技術的検討なども行うこととしている。 
 

さらに、災害時の避難弱者への支援も重要な課題であり、避難弱者の身体特性を踏まえた

支援のあり方の研究を実施しているところである。 
 
 

 

 避難弱者等の建築人間工学的情報の整備

 情報弱者（視・聴覚、外国人等）への情報提示法の確
立

 HEMS（Home Energy Management System）技術や井戸
水等を活用したインフラ依存の低い住宅技術の提案

災害時の避難弱者に向けた支援技術に関する基礎的研究（研究機関：H24～H26）

 住宅・住環境の災害時の支援技術の整備

 避難弱者も含む非常時のバリアフリー技術の
確立

 避難弱者の属性に応じた災害時の
支援技術の確立

 避難弱者の身体特性情報の整備

 地震・津波から人命を守る
 発生後72時間の安全・安心を確保する

国総研の研究

（上位目標）

（国土交通省のミッション）

（ミッション達成に必要な条件）

（ミッションを阻む要因）

 避難弱者の属性に応じた災害時の
支援技術の未整備・未整理

 災害時の避難距離や避難時間等を
設定する場合の根拠データの不足

 災害時の避難距離や避難時間等を設定する場合の根拠
データへの活用

 災害時の住宅・住環境に関するガイドラインへの活用

⾞いすでの階段避難

インフラ依存の低い住宅技術  
 
 
５ 終わりに 

 
 繰り返しになるが、大災害は地域が抱える課題を顕在化させ、深刻化させると言われる。

現地で起こっていることは正にそのとおりの状況であり、この復興の過程が他地域の居住の

あり方を検討していくモデルでもあると認識している。 
 また、東南海地震への備え、首都圏の震災への備えの必要性が叫ばれるが、これらを含め

我が国は災害に向き合って地域づくり、住まいづくりを進めていく必要のある地域は多い。

図１０ 災害時の避難弱者に向けた支援技術に関する基礎的研究 
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この復興の過程が今後の取組みのモデルとなるものでもなければならないと感じている。 
 東日本大震災復興構想会議が決定した復興構想７原則は下のとおりであるが、今改めてこ

れを目標に据えて考えてみる必要もあると感じている。 
 
 引き続き、現地の自治体、関係団体などと連携しながら一日も早い被災地の復興と居住の

安定に向けて国総研としても努力を続けたい。 
ご来場の皆様のご支援、ご指導をお願いしたい。 

 
 
    資２ 復興構想７原則（復興構想会議） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原則１：失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き残っ

た者にとって復興の起点である。この観点から、鎮魂の森やモニュメントを含め、

大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を

次世代に伝承し、国内外に発信する。 

原則２：被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティ主体の復興

を基本とする。国は、復興の全体方針と制度設計によってそれを支える。 

原則３：被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新を伴う復旧・復

興を目指す。この地に、来たるべき時代をリードする経済社会の可能性を追求す

る。 

原則４：地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心のまち、自然エネ

ルギー活用型地域の建設を進める。 

原則５：被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくし

て被災地域の真の復興はない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の

同時進行を目指す。 

原則６：原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支援と復興にはより一

層のきめ細やかな配慮をつくす。 

原則７：今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止め、国民全体

の連帯と分かち合いによって復興を推進するものとする。 
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日本の技術の国際展開（道路分野の例） 

 

企画部国際研究推進室長 曽根 真理  

 
国総研においては、その使命である「住宅・社会資本整備に関する技術指導」に基

づき、国際研究活動においても「技術支援・展開」を行っている。現在、インド・イ

ンドネシア・ベトナム・ミャンマーにおいて重点的に研究連携を進めている。これら

の国々に効率的・効果的に日本の経験を活かして技術支援を行うため、「各国が必要と

する技術、日本が技術協力すべき分野は何か」について、日本の道路技術の流れの中

で各国がどの段階にいるのかを分析し、述べることとする。 

日本の技術が国際展開をするためには、どういう観点で相手国が必要としているも

のを見定めれば、相手が日本の技術や基準を受け入れることが出来るのか、を正しく

把握する必要がある。今般、日本の道路分野技術の発展や流れを例にして、現在国総

研が研究連携を行っている東南アジアの国々の状況を分析する。 

   
1．国総研の使命 

1.1 国際的な研究活動における使命 

国総研は、住宅・社会資本分野で唯一の国の研究機関である。国土交通省の組織

として、国土交通省の政策をより的確かつ迅速に企画・立案・遂行するために、必

要な技術的支援を実施することを使命としている。これに基づき、以下の使命を念

頭に国総研は国際的な研究活動を進めている。 
① 政策の質の向上  
② 技術基準等の国際的整合  
③ 技術支援・展開  
以下、取組の具体事例を述べる。 

① 政策の質の向上：米国ハリケーンサンディに関する現地調査 

   2013 年 2 月、国総研所長が団長となって学会も含めた調査団を編成の上、米国

でハリケーンサンディの被害や対応について調査し、国土交通大臣に報告を行っ

た。更に、国内において複数回にわたり調査結果に係る講演会を実施した。 

② 技術基準等の国際的整合：国際基準に係る国際会議への参加等 

日本の技術基準等の考え方を国外に普及すべく努めると共に我が国の技術基準

の国際的な整合を図っている。例えば、ISO などの国際会議に多数参加するなどし、

日本の立場からの提案や、国際情勢に係る情報収集を行い国内関係者との調整を

行うなどしている。 

③ 技術支援・展開：JICA 専門家派遣・研修及び二国間研究連携 

国内における専門家派遣及び研修等を通して蓄積した国総研の技術指導にかか

る多くの経験とノウハウを国外においても活用している。海外等からの要請に応

じ、JICA による専門家派遣や研修を通した技術支援を行っている。 

加えて、アジアの国に重点を置き、中長期の視点を持った二国間の研究連携を

進めている。現在、インド、インドネシア、ベトナムとインフラ整備に係る研究

連携の覚書を締結し、技術的な支援を行っている。なお、ミャンマーとも今後研

- 135 -



- 136 -

究連携を行う可能性を見据え準備を行っている。 

 
1.2 研究連携に伴う技術の輸出 

上記 3 つの国総研における取組のうち、③技術支援・展開に係る取組は、二国間

研究連携を重点的に実施する以前、他 2 つと比較して手薄感があった。このことか

ら、技術支援・展開を効果的・効率的に進めるため、図１のスキームに沿って前述

のアジア４カ国において、中長期的な視点を持った研究連携を進めることとした。

二国間で中長期的に研究連携を進め技術支援をするに伴い、日本のインフラ整備に

係る技術的な理論やそれに基づく技術基準類を海外に提供する必要性が日々大きく

なってきている。技術支援、つまり技術を輸出するということは、その技術の考え

方、理論を輸出するということである。技術的な理論を体系化した技術基準類の提

供は、技術支援の一部であるといえる。そしてこれらを海外に提供する必要性が増

しているのは、海外から日本の技術が求められていると同時に、日本国内において

も海外へのインフラ輸出を推し進めようといった国内外両面からの推進力があるた

めである。技術的な理論や技術基準類を海外に提供することは、インフラ技術の普

及や防災等の国際貢献になることは勿論、日本の企業にとって馴染みのある技術的

な理論や技術基準類が海外において通用するということになり進出しやすい基盤が

できる、即ち海外市場の確保にも繋がるのである。  

 
図１ 中長期的な視点をもった研究連携スキーム 

 

1.3 技術基準類の特性について 

そもそもインフラ整備の分野、例えば道路分野における技術基準類は何であるの

か。何のために作られたものであるのか、何の役割を果たすものなのか。国内で使

うにせよ、海外に提供するにせよ、明確に認識しておく必要がある。  
現在日本で使用されている技術基準類の多くは、道路整備が政府直営から民間業

者による整備へ請負体制になったことによるものである。政府直営で整備していた

時には政府自身が自ら技術を持っていたため技術基準類を持つ必要はなかった。こ



れが請負体制になったことにより、発注者と受注者の間で合意事項が必要となり生

まれたものである。これらの主要な技術基準及び参考図書は、現場で使用されてい

る「測量・調査・設計業務必携」（社団法人 関東建設弘済会）及び「土木工事必携」

（前者と同じ）に記載されているものでも数百冊にも上る。  
これらを輸出するにあたり、国総研の予算と人員の範囲では全ての技術基準類を

英訳等行い指導することはもはや物理的に不可能である。このため、どれを相手国

に輸出するかはスクリーニングにかける必要がある。  
 
2．相手国の研究ニーズ把握 

海外に提供すべき技術を選定するにあたって、その判別する観点は、  
①相手国にとって必要な技術  
②日本として輸出したい技術  
の国外国内それぞれからの観点 2 点があり、各観点から検討する必要がある。  

技術を提供する相手国にとって必要な技術は何か、どういうものか、を見極めるた

めには、インフラ整備はその国の社会情勢、経済力と大きく関わることから、まず相

手国の経済発展の段階を分析することが必要となる。  
以下、道路分野で研究連携を行っているインドネシア、ベトナム、今後連携が予想

されるミャンマー、それに ODA を卒業したタイを参考に加え、これら計 4 カ国につい

て経済発展の段階に着目して分析を進める。  
 

2.1 各国の一人あたり GDP 

経済発展は、掛かる時間の長短の違いはあれ、概ね同じような段階を経ると考え

ている。そのため、まず、日本がどういう経済発展の段階を得てきたかを見るため、

日本の一人あたり GDP の推移を見返してみる。 
続いて、各国の現在の一人あたり GDP が日本のどの時代のものと同等かを見る。

各国のインフラ整備に係る環境が、その時代の日本の状況とほぼ同じであると仮定

する。実際、研究連携を通じて現地を観察したところ、概ねこの推測は外れていな

いことが感覚的にではあるが確認されているのである。  
具体的には、以下の様な推測ができる。  
・ミャンマーは日本の１９６０年代前半に相当 
・ベトナムは日本の１９６０年代後半に相当  
・インドネシアは日本の高度経済成長期（１９７０年代）に相当  
・タイは日本の高度経済成長期後の安定期（１９８０年前後）に相当  
これを念頭に置き、これから当時の日本がどうであったか、そして各国がどのよ

うな状況であるかを推測する。  
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2.2 自動車保有台数と交通量の推移 

道路の需要は交通量に当然ながら比例する。そして自動車保有台数の増加と共に、

当然ながら交通量も増加してきた。交通量の増加に伴い、道路整備の優先度も上が

ってきたのである。  
各国の一人あたりＧＤＰから日本がそれに相当する時期がいつであるかを分析し

てみる（図 5）。  
各国ともこれからまだまだ自動車も交通量も増加する途中であると推測される。  

図３ ＧＤＰの推移 
図４ 人口の推移 

図２ 一人あたりＧＤＰの推移 

U
S
ド

ル

年 
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図５ 自動車所有台数と交通量の推移 

 

2.3 舗装率の推移 

日本の道路は高度経済成長期を中心に約３０年間で国道、都道府県道、市町村道

の順に舗装率が大幅に向上した。そして戦後約５０年でほぼ完成している。  
研究連携や視察等を通して現地を見た技術者の感覚的な所感ではあるが、ミャン

マーは日本の 1950 年代、ベトナムは 1960 年代、インドネシアは 1970 年代、タイ

はほぼ現在の日本に等しい。これは一人あたり GDP から見て相当する日本の時代と

は若干ずれがあるものの、概ね合っており、4 カ国の発展の順も合っている。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 舗装率の推移 

2.4 全国高速道路網の整備 

高速道路網は淡々と着実に戦後５０年をかけて整備を進めてきた。現在は最終局

面である。  
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図８ 全国高速道路路線網 

2.5 交通事故件数推移 

日本の交通事故件数の推移をみると、経済の発展、交通量の増加に伴い昭和 30 年

代（1955 年以降）、交通事故数（死者数）が急激に増加し「交通戦争」と呼ばれる

ほどの状況となっていた。しかし、高度経済成長期の後、急激に減少し、その後も

多少の増減はあるものの減少傾向にある。交通事故対策をとり続けたことによるも

のである。  
日本においては、まず、歩行者の死亡事故が多く、課題であった。この対策とし

て、ガードレールや歩道橋等の整備、交通安全教育等を行った。これにより歩行者

の死者数が減少し、自動車運転者の死者数よりも下回った。次に、自動車運転者自

身の死亡事故が課題となった。この対策として、長期間をかけて安全な道づくりを

実施した。バイパスや高速道路の整備、道路設計における道路の水平方向及び垂直

方向の線形設計の取り入れ、交通安全施設の設置等である。これらの対策により、

日本の死亡事故は減少した。  

図７ 高速道路網の延長の推移 
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図９ 日本の状態別交通事故死者数の推移 

現在、感覚的なところでいうと、ミャンマーはこれから歩行者の事故が増えてい

くであろうと予想される段階、ベトナムは二輪車の事故が増加しつつある段階、イ

ンドネシアは二輪車の事故が深刻な段階、タイは二輪車事故の増加から、四輪車の

事故に移行している段階である。これらの国は日本と二輪車の占める割合が異なる

ため、四輪車などとの相対的な件数の多寡は日本とは異なる場合があるが、事故増

減の傾向としては同じ流れで推移すると考えている。  
 
3．対象技術の特定～相手国の発展段階に応じた技術とは 

以上述べたように、経済発展に応じてインフラ整備に係るニーズも同じような形態

をとって動くと考えられる。このことから、相手国の発展状況とそれに相応した技術

とは何かを分析するため、日本の技術力発展がどのような経緯を辿り、それに応じて

技術基準類がどのような事情で作成されていったのかをまず述べる。これに付して、

インドネシア、ベトナム、ミャンマー、タイの 4 カ国がどのような状況かを分析する。  
 
3.1 外国人技術者の時代：１９世紀末（明治時代） 

外国人技術者を事業の技術監督や大学等の教授として雇い入れ、日本人がその下

で仕事をすることや教育を受けることにより、技術を学んでいった。  
この頃の道路に係る技術基準（道路築造標準）は路面構造、横断形状、排水、縦

断勾配、曲線半径等々について規定が設けられているが、まだ日本に自動車が輸入

される前であり牛馬車を主な対象として考えられたものであった。  
現在、インドネシア、ベトナム、ミャンマー、タイのいずれの国もこの状況は脱

していると考えられる。  
 

3.2 技術者の第１世代の時代：２０世紀初期（大正～昭和初期） 

日本では有望な学生を官費留学制度（1870 年～1940 年）により外国に留学させ
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た。留学からの帰国者や国内の大学出身者はまだ人数が少なく、技術者として政府

に雇い入れられた。  
道路に係る技術基準も自動車所有台数の増加と性能向上に伴い、これを盛り込ん

だ見直しが求められた。国内技術者達の研究・提案が集積され、馬車と自動車の混

合交通を想定したものであるものの道路構造令等が決定され、現代の基が築かれた。 
現在発展途上国において、折角海外に留学生を派遣しても、その留学生が母国に

戻らず外国に人材が流出してしまっていることが課題となっている。母国内で彼ら

を雇用する仕組みが必要である。例えば大学等はこうした人材を雇用する場として

も機能すると考えられる。  
 

3.3 直営技術者の時代：２０世紀半ば（戦後～１９６０年代） 

この頃、政府は直営方式で全国の道路を整備していった。戦後復興に引続き、朝

鮮戦争を契機とした景気回復があり、国民が豊かさを感じるようになっていった。

そのような背景からモータリゼーションの波が押し寄せつつあり、道路整備の必要

性が増してきた時代でもあった。公共工事の実施にあたっては、各地で地元の人材・

材料を活用することとし、全国的な財の分配が行われていった。これにより全国的

に経済が廻り、都市部だけでなく地方部も発展していった。そのため更に道路整備

の需要が増大していくこととなったのである。 
しかしこの時代の技術者で大学等の卒業者は少なく、少数の技術者だけが理論に

基づく設計を行うことが出来るという状況であった。そのため、そうした一部の技

術者達が道路構造令に則り計算し、標準設計書を作成し、これを全国の現場技術者

がコピーし設計書を作成していった。  
なお、ミャンマーが現在この段階にあり、技術者はアメリカやイギリスの設計図

をコピーして設計している状況である。日本としてはどれほどの設計書のバリエー

ションを提供できるかが課題となっている。現在、国総研と土木研究所が協力して、

軟弱地盤対策の考え方等についてミャンマーに情報提供を行っているところである。 

 
写真 1 ミャンマーの道路状況 

降雨時、道路に水が溜まるため、政府の委託を受けた近隣の農民が道路脇に溝を掘り、水を流し出す様子。 



さらにこの頃、日本では道路構造令も見直され、舗装に関する規定の新設を主と

した改正が行われた。これらは国道を想定したものであり、時代は高速道路を求め

つつあったにも関わらず高速道路に対応したものではなかった。  
それでも、将来予想される交通量、地形や地域に応じて道路を区分し、設計速度

の設定や平面線形・縦断線形に新しい考え方を用いる飛躍的な発展を遂げたもので

あり、将来の高速道路建設や本格的な全国道路網整備の準備に入りつつあるもので

あった。  
さらに、道路構造令がまだ高速道路に対応していない状況である一方で、社会的

には全国的に高速道路網を整備するためのシステムが構築されていった。それは高

速道路整備資金を調達するための、①道路特定財源制度、②道路整備五箇年計画、

③有料道路制度、以上３つの金融システムである。  
まず①道路特定財源制度とは、1949 年の揮発油税制度創設（一般財源だが、実質

道路特定財源として使用）、1953 年の道路特別会計設置（2008 年度限りで廃止）で

ある。これに伴い②道路整備五箇年計画を制定した。道路整備五箇年計画を策定す

ることにより、道路網の将来像を広く周知し揮発油税に係る国民の理解を得ること

としたのである。また、建設業者や建設コンサルタントに計画を知らせることによ

り、業者は道路工事の見込みを建てることが可能となり、建機や建材の準備を可能

としたのである。更に、③有料道路制度による有料道路使用料により、国費だけで

は余りある全国の高速道路網の整備を可能としたのである。もし、国費のみの投入

であったなら、東名高速及び名神高速（７００ｋｍ）のみの整備となっていたと考

えられる。  
こうして、高速道路網を整備する社会的な基盤が整っていたのである。  

 
3.4 請負(外注)施工の時代：２０世紀後期(１９７０年代-１９９０年代) 

高度経済成長に伴い、全国の大量かつ迅速なインフラ整備が求められるようにな

った。これまでの政府直営方式では限界を来したため、このころ、道路整備は請負

方式に移行することとなった。  
そのため、これまでは行政が国民に対して了解を得るための、謂わば行政と国民

との共通認識として、政令である道路構造令が制定されていたのだが、これ以外に

受注者と請負者との間の共通認識も必要となったのである。それが行政による道路

構造令（政令）等とは別に策定された指針や参考図書である。これらは、発注者側

と請負者側両者の視点を入れることが可能な第三者の立場である公益法人等が作成

した。またさらに、請負う技術者の質を確保するため、資格制度が整備された。  
この頃には大学工学部等を卒業した技術者が増え、技術者の仕事は前時代のよう

な標準設計書を単純にコピーする方式から、各人がそれぞれ理論に基づいて設計を

行う方式に変化していた。  
なお、現在ベトナムが請負体制に移行しようとしているところであり、これに伴

い、我が国の技術に係る考え方の教示や技術基準類の翻訳が求められているところ
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である。  
またこの頃も、高速道路の建設、自動車交通量増大による「交通戦争」とも呼ば

れるほどの交通死亡事故の多発、交通容量についての十分な研究蓄積など、時代の

流れを受けて政府は道路構造令を改正している。改正点は主に、上記の時代の流れ

に合わせた以下の点であった。  
①高速道路（設計速度の拡大）  
②交通安全(道路の水平方向及び垂直方向の線形設計を設計速度に対応など) 
③交通量(車線数の決定に用いるなど) 
これらの改正は、建設省、関係公団、大学、東京都などから専門家を集め、5 年間

にわたり討論・検討を重ね、これを元に作成された原案は 20 章約 60 万字に達する

膨大なものであった。この中から政令で定めるに適切な項目を整理し、政令に入ら

ない細部に渡る部分については参考図書「道路構造令の解説と運用」として日本道

路協会から発行された。  
 

3.5 民間企業の技術者の発展：２０世紀末 

２０世紀末には、多くの技術者が大学等の工学部を卒業している。その多くが民

間企業に就職しており、請負業者の技術者となって全国の道路整備を行った。  
民間企業の競争は激しくなり、これにより民間企業の技術力は向上していった。  
こうした民間の技術力のレベルアップと、国民ニーズの多様化及び社会・経済状

況の大きな変化が相まって、全国画一的な道路構造から地域の裁量に基づいた道路

構造令の弾力的運用へ転換することとなった。これまでの技術基準等において構造

の種類、計算の仕方、計算に使用する数値及び施行方法等について具体的な指示を

していたことから、「安全であること」などといった性能の規定、性能照査型と転換

していった。これは目指す性能を指示するだけでそれを満たす設計が可能な技術者

が十分に存在（独自技術の開発も可能）していることから可能となったのである。  
またこの頃、高度経済成長による弊害が次々と明らかになってきた。日本では交

通事故、公害、自然破壊、環境問題(リサイクル)の順に顕在化した。恐らく、他国で

もこの順で顕在化する傾向があると思われる。 
現在インドネシアにおいて交通安全や公害対策が課題となっており、これらの対

策についての我が国の技術移転が求められているところである。  
 

3.6 現在 

日本では、高速道路を含めた本格的な全国道路網の整備は山場を越え、主眼は整

備から維持管理に移行した。これに伴い技術基準等は道路建設から点検ガイドライ

ンの発行へと移った。  
道路建設技術の保持も政府直営から民間企業へと移っており、政府の役割は、道

路建設の技術等の指導・監督をする役割から性能が基準を満たしているのか確認す

る役割へと移行した。  
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現在は、上記 4 カ国を含め、これについて求める他国は出ていないが、いずれは

こうした維持管理や性能照査の技術支援を求める国が出てくることは必至である。  
 
4．対象技術の特定～日本の国際進出の流れ 

日本として輸出したい技術は何か、を分析するため、戦後からこれまでの日本のイ

ンフラ事業国際進出の流れを追ってみる。  
 

4.1 戦争賠償等 

日本の海外インフラ整備事業は第 2 次世界大戦の戦争賠償から始まった。  
サンフランシスコ講和条約に基づくビルマ（ミャンマー）、フィリピン、インドネ

シア及びベトナム、更に（厳密な意味での賠償ではないものの）賠償の一環として

カンボジア、ラオス、タイ、マレーシア、シンガポール、韓国およびミクロネシア

に対し無償資金協力を行った。ダムや発電所の建設が多かった。  
 

4.2 オイルショック後 

高度経済成長期の資源需要が益々増加する中、オイルショックが発生した。これ

に伴い、資源の確保が強く求められた。  
こうした要求から、イランやインドネシアといった産油国にてプラント開発を有

償資金協力で実施するということが行われた。更にその周辺国に対しても、道路整

備や港湾建設などインフラ整備を行った。政情が不安定なイランやインドネシア等

産油国やその周辺国に支援を行うことにより、中東の政情を安定させ、資源を確保

することを思案したものであった。  
 

4.3 冷戦後 

冷戦終結直前直後、アメリカ合衆国は経済援助を旧ソ連傘下の旧社会主義国であ

った東欧圏に集中しつつも情勢が落ち着くに従い支援意欲を低下させており、日本

はアメリカの支援が薄くなった部分を補完するかのように ODA を投入し、ODA 拠

出額世界一となった。分野としては、道路、空港、上下水道等インフラ整備に係る

援助を主に行った。  
 

4.4 経済低迷期 

日本がバブル崩壊以降の長期の不景気を煩う一方、2001 年同時多発テロ以降、経

済支援の重要性を再認識したアメリカが主にアフリカへ集中して経済支援を行うよ

うになり、日本を抜いて再び ODA 拠出第一位となった。  
それでも日本の ODA 拠出額は第二位と依然高く維持していた。長引く不景気、縮

小する国内市場という背景から、国内市場を補完する場として海外市場が注目され

た。また、国内では行われなくなった大規模な建設工事（大型の橋梁など）の技術

が失われる虞があるため、技術力確保の観点からも海外進出が注目されたのである。 
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5．共同研究の実施、技術基準策定支援の例 

共同研究の実施、技術基準策定支援について現在実施している事例を紹介する。  
先般、国総研とインドネシアの二国間研究連携により、インドネシアにおける交

通量計測手法についてガイドラインの作成がなされ、REAAA での受賞にも繋がった。

その他にも、土木研究所の協力の下、新たな素材（アスブトン）を使った舗装の実

用化についても研究連携を進めている。  
 

6．アジアへの技術の普及、プロジェクト支援の例 

次に、アジアへの技術の普及、プロジェクト支援について現在実施している事例

を紹介する。  
現在、ベトナム政府よりベトナム・ノイバイ空港とハノイ市内を結ぶ要所である

タンロン橋の舗装修復について相談を受けており、覚書を締結し土木研究所との協

力の下、研究連携を進めている。  

 

写真 2 ベトナム タンロン橋の舗装を視察する国総研及び土研等の技術者達 

ベトナム政府から相談を受け、ベトナム・ノイバイ空港とハノイ市内を結ぶ要所であるタンロン橋の舗装修復

のため、日本の技術者達が舗装の状況を見て損傷の原因を探っている様子。 

 
7．おわりに 

以上、簡単にではあるが、日本の、国内での技術の発展と国外進出といった両方の

観点からこれまでの経緯を述べてきた。今後、国総研がどのように国際研究活動を行

っていくべきか、関係する学識者や事業者等に意見を伺いながら見定めて参りたい。 
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表層崩壊の予測精度向上に向けて 

危機管理技術研究センター 砂防研究室 主任研究官 内田 太郎   

  
1. はじめに 

斜面崩壊は土砂災害を引き起こし、

人命や財産に多大な影響を及ぼすこ

とがある（写真１）。斜面崩壊は区分

としては、表層土層のみが崩れる表層

崩壊と、表層土層のみならず、その下

の風化した岩盤も崩れる深層崩壊に

分類される（図１）。このうち、表層

崩壊は深層崩壊に比べると規模が小

さく、被害の程度は小さいことが多い

が、頻度は深層崩壊に比べると圧倒的

に高く、狭い地域で同時多発する場合

もある。また、規模は小さいといえど

も、人家近傍で発生すると家屋や人命

に深刻な被害をもたらすことがある。 
そこで、斜面崩壊による被害を軽減

するためには、斜面崩壊の発生のおそ

れのある場所やその規模を評価する

ことが重要である。このため、斜面崩

壊の予測に関する様々な研究が行わ

れてきている。斜面崩壊を予測する上

でも、先の表層崩壊と深層崩壊の区分

は有効であると考えられる。すなわち、

表層崩壊の予測には表層土層の状態

や表層土層中の水の流れを把握・推測

することが重要である一方、深層崩壊

の予測には、風化岩盤の状態や風化岩

盤中の水の流れを把握・推測すること

が重要である。ここでは、表層崩壊に焦点を当てて、予測手法の現状について考察し、

著者らが近年取り組んできた表層崩壊の予測手法に関する研究について紹介する。 
 
 

写真 1 表層崩壊の多発（2009 年山口県防

府市） 

 

図 1 表層崩壊と深層崩壊の概念図 
 

表層崩壊

深層崩壊表土層

岩盤

(a) Shallow landslide

Soil mantle (b) Deep catastrophic 
landslide

Bedrock

表層崩壊

深層崩壊
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2. 研究の背景・目的 

既存の表層崩壊発生予測手法は，過去の崩壊事例を統計的に解析し，崩壊に深く関連

する要因を見つけ，危険度を推定する統計的手法と崩壊発生プロセスに関する物理モデ

ルにもとづく手法に大別される。表層崩壊予測のための物理モデルとして，1980 年代

から，浸透流解析等の雨水流出に関するモデルと斜面安定解析を組み合わせた手法が提

案されてきた（沖村ら，1985；平松ら，1990；Montgomery and Dietrich，1994；Wu 
and Sidle，1995；Pack et al.，1998；小杉ら，2002；三隅ら，2004 など）。さらに，

近年のコンピュータ能力の向上にともない，メッシュサイズ，計算時間刻みの細かい計

算が可能となり，1990 年代以降相次いで解明された地中の各種の水文プロセスが物理

モデルに組み込まれつつある（内田，2004；小杉，2004 など）。 
しかし，物理モデルの入力条件である土層厚や土壌の物理性（透水係数，水分特性曲

線，粘着力，内部摩擦角等）は空間的なばらつきが大きく（Heimsath et al.，1997；
Hendrayanto et al.，1999 など），斜面における分布特性が明らかになっているとは言

い難い。さらには，モデルを複雑な自然現象を全て表現するようにすればするほど，モ

デル中のパラメータが増え，計測に多大な労力がかかるという問題も生じる。そのため，

１斜面といった小さなスケールを対象とした検討を除くと，物理モデルを用いた崩壊発

生予測計算における土層厚，土壌の物理性は，代表値を用い流域内で一様の値とするか，

数点の測定結果に基づく近似値を用いるかのいずれかが大半である（平松ら，1990；
三隅ら，2004 など）。すなわち，モデルの複雑さに入力条件となるデータ取得がついて

いけない状態に陥っている可能性，言い換えれば，表層崩壊の予測に関しては，モデル

のパラメータの設定に係わるデータ取得が予測精度の 1 つの律速条件となっている可

能性が指摘できる。 
一般に物理モデルにおいて斜面の安全率をコントロールする場の条件としては，地形

条件，土層厚，土の内部摩擦角，粘着力，透水係数，水分特性曲線などが挙げられる。

このうち，地形条件は詳

細な測量が可能な上，コ

ンピュータを用いた解

析技術が高度化されつ

つある（Tarboton, 1997
など）。また，土層厚は

簡易貫入試験等により，

面的な土層厚分布の測

定が可能である（内田ら，

2004 など）。さらに，斜

面の透水係数は，水文観

測結果に基づき，斜面の

等価透水係数を求める 図 2 数値モデルと実斜面のギャップ概念図 
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手法が確立されてきた（Uchida et al., 2003 など）。  
以上のことを踏まえると、現地調査や入力条件の設定手法の工夫などによりモデルの

複雑性をあげなくても、表層崩壊の発生予測の精度が向上すると考えられる（図 2）。
そこで，著者らは，物理モデルの入力条件のうち，比較的測定が容易な地形，土層厚の

詳細な空間情報等基本的に実測できるもののみで構成されている簡易な物理モデルを

用いて表層崩壊の発生箇所の予測計算を行い，モデルの入力条件の設定方法の違いが表

層崩壊発生予測精度に及ぼす影響を検討した 
 
3. モデル 

 これまで，沖村らのモデル（沖村ら，

1985），SHALSTAB（Montgomery 
and Dietrich，1994），SINMAP（Pack 
et al.，1998）などは，地下水位を定

常状態（ある地点の流下する地下水流

量はその上流域の集水域内に降った

降雨量と等しい）と仮定した上でモデ

ル化を行っているが，斜面崩壊の危険

箇所をある程度抽出できることが報

告されている。また，斜面崩壊が発生

するような場合，土層が十分に湿って

おり土層内の含水率の時間変化は比

較的小さいと考えられることから，表

層崩壊の発生箇所の予測に絞った場合，定常状態を仮定したモデル化はある程度妥当で

あると考えられる。さらに，地中内の水文過程について非定常の状態のモデル化を行っ

たとしても，非定常状態を記述するために必要な数多くのパラメータの把握が困難であ

るという現状もあり，基本的に実測できるもののみで構成されている簡易な物理モデル

を用いるという本研究の目的と合致しない。そこで，本研究でも，水文過程は定常状態

を仮定したモデルを用いて検討した。 
斜面の安全率（Fs）は無限長斜面を仮定し，以下の式で算出する。 

IIh

tuIhc
tFs

sincos

tan))(cos(
)(

2

・
    (1) 

ここで，c[kN/m2]は粘着力，γ は土層の単位体積重量[kN/m3]，h は土層厚[m]，I は斜面

勾配[°]，u は間隙水圧[kN/m2]，φは土の内部摩擦角[°]とする。 
土層内の水流はダルシー則に従うとすると，土層内の水深が地表面に達しない範囲で

以下のように表すことができる。 

I
tu

KtQ
w

s tan
)(

)(


    (2) 

 
 

図 3 用いたモデルの断面の模式図 
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ここで，Q(t)は単位幅あたりの時刻 t にある地点を流下する水量[m2/s]，Ksは飽和透水係

数[m/s]，γw は水の単位体積重量[kN/m３]，である（図 3）。また，水に関する質量保存

則から，Q(t)は， 

dt

dv
AtrtQ  )()(    (3) 

ここで，r(t)は時刻 t の降雨強度[m/s]，A はある地点より上流側の単位等高線長さあたり

の集水面積（斜面上のある地点における等高線の長さ 1m あたりの集水面積（m2/m:以
下では単に「m」とする）），v はある地点より単位等高線長さあたりの集水面積内の貯

留水量[m3/m]となる。ここで，定常状態（dv/dt＝0）を仮定すると，式 2，3 より u(t)は， 
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     (4) 

と表すことができ，これを式 1 に代入すると， 
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  (5) 

となる。ここで，安全率が１となったとき（Fs(t)＝1）に斜面崩壊が発生しはじめると

仮定する。また，飽和状態，不飽和状態の土層の単位体積重量は一様と仮定し，γは 

h

hhh tsss  )( 
    (6) 

ここで，γs，γtはそれぞれ，飽和状態，不飽和状態の土層の単位体積重量[kN/m3]とする。

また，土層内の水深 hs[m]と間隙水圧 u の関係は図－1 より，式 7 の通りとなる。 

I

u
h

w
s 2cos
              (7) 

式 5～7 より，斜面崩壊（Fs＝1）に必要な定常降雨強度（rc）について，式 8 が得ら

れる。 
 

 )tancos)(sin(tancos
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  (8) 

式 8 から，rc[m/s]は，任意の地点で，土層の単位体積重量，土層厚，斜面勾配，土の

粘着力，土の内部摩擦角，飽和透水係数，集水面積から求まることが分かる。そこで，

本研究では，rc を最小定常崩壊発生降雨強度とよび，rc を指標（rc が小さいほど崩れや

すい）として，斜面の崩壊危険度を評価することする。以下では，実用上多く用いられ

ている mm/h 単位に換算し，rcの値を表記する。 
 

4. 検討対象流域とモデルの適用 

4.1 流域の概要 

 本研究は，広島市街地から西方約 11km に位置する八幡川流域の荒谷川流域内の右支

渓を検討対象とした。調査地周辺には，基盤岩として広島花崗岩類が広範囲に分布し，
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場所により風化が進んでいる。対象

流域の面積は 1.4ha，斜面勾配は 12
～54°で平均 36°である（写真 2、
図 4）。同流域は，森林に覆われてい

る。谷底部は，ガリー状（幅 1～8m，

深さ 1～5m）の地形を呈しており，

常時は表流水は見られないが，降雨

時及び降雨後は，流域下流端から上

流に約 170m の区間で表流水が見ら

れる。 
1999年 6月には，総雨量417mm，

最大時間雨量 63mm の豪雨（魚切ダ

ム：対象流域より北北西へ約 1.4km）

により，荒谷川で土石流が発生し，多くの被害が発生している。本研究の対象地域内に

おいても，斜面崩壊が 4 つ発生した（写真 2）。なお，1999 年 6 月の豪雨時に広島で発

生した土石流・斜面崩壊は 1 時間降雨量の最大値出現時刻と概ね一致していたことが報

告されている（岡本ら，2002）。 
また，同流域では，2003 年より，流域末端における流量観測および斜面における土

壌含水率，土壌間隙水圧の観測が継続されている。なお，観測の詳細は瀧口ら（2008）
を参照されたい。 
4.2 土層厚の設定 

4.2.1 現地調査 

 流域内の土層厚の分布を把握するため，土層厚調査を行った。土層厚の測定は簡易動

的コーン貫入試験（土研式簡易貫入試験装置）により行った。対象流域内において，概

ね 10～15m 間隔で，計 173 点の測定点を設けた（図 4）。簡易貫入試験は，Nd値が 50
に達するまで行った。また，土層内には転石が含まれず，土壌－岩盤の境界面で明瞭な

  
 
図 4 荒谷試験流域の地形及び土層厚分布（図中のマークが貫入試験実施箇所、丸数字は
崩壊箇所 No.を示す。等高線間隔は 1m） 

写真 2 検討対象流域 
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Nd 値の変化がみられたため，各点

の試験回数は 1 回とした。結果の

例を図 5 に示した。なお，簡易貫

入試験は 2005 年に行った。 
4.2.2 土層厚の推定 

崩壊のおそれのある土層厚の決

定は，崩壊土砂がほとんど残って

いなかった崩壊地③の崩壊地内と

その周辺の簡易貫入試験結果（図 5）
を比較し，Nd値を用いて設定した。 

崩壊地外の測点 R11-4，R12-5
では，地表面からそれぞれ 150，

50cm は Nd値が概ね 5 以下であっ

た。それより深部では，徐々に Nd値が深さにともない増加する。Nd値が 5～20 の部位

が R11-4，R12-5 でそれぞれ厚さ 20cm，50cm 程度で存在した。さらに，Nd値が 20 を

超えると Nd値は急激に増加し，Nd値が 50 に達した（図 5）。ほぼ同様な傾向がここで

示した以外の崩壊地外の測定結果では見られた。 

一方，崩壊地内の測点（R11-5）では，地表面から深さ 30cm までは Nd値が概ね 5 以

下であり，崩壊地外の測点では見られた Nd値が 5～20 の層はほぼ見られず，Nd値が 5

を超えると Nd値は急激に大きくなり，50 に達した（図 5）。この結果から，Nd値が 50

以上の部位は崩壊していないことが分かる。さらに，崩壊地外の測点では見られた Nd

値が 5～20 の層が崩壊地内では見られなかったことから，この層が崩れてしまった可

能性が考えられる。そこで，本研究では，崩壊地外で見られた Nd値が概ね 5 以下の部

位とそれより深部の Nd値が深さにともない増加する Nd値が 5～20 の部位が崩壊の恐れ

があると考え，地表面より Nd値が 20 となる深さまでの厚さを「土層厚」とし，それ以

下の部位を「基岩」とした。 
4.3 地形量の算出 

集水面積ならびに斜面勾配については，基岩面の 5m メッシュの標高データを用いて

算出した。基岩面の標高データの作成にあたっては，はじめに流域を 5m メッシュで分

割し，各メッシュの地表面標高を地形測量結果より求めた。次に，メッシュ内に貫入試

験の実施点がある場合は，貫入試験結果より土層厚を求め，基岩面の標高を推定した。

メッシュ内に貫入試験の実施点がない場合はクリッギング法により，周囲の基岩面標高

データより補完した。 
集水面積，斜面勾配の算出は，D-Infinity Flow Direction 法（Tarboton，1997）を

用いた。なお，D-Infinity Flow Direction 法は，全方位を 0.01°刻みで各方位の勾配

を算出し，最急勾配の方位を求めることで，上流側のメッシュから下流側 2 メッシュに

対して流下する流量の重み付けを行い，流下させる手法である。 

 
図 5 貫入試験結果（右：崩壊地内，左：崩壊地

外） 
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4.4  土壌の物理性に関するパラメータの設定 

4.4.1 単位体積重量の設定 

粘着力，内部摩擦角，土の単位

体積重量については，流域内で試

料を採取し，室内試験により測定

した。試料は非攪乱で採取した。

試料は崩壊地①の近傍で深さ 30，
60cm の 2 深度，崩壊地②の近傍で

深さ 60，90cm の 2 深度，崩壊地

④の近傍で深さ 60cm の１深度の

計 5 試料を採取した。 
湿潤単位体積重量，飽和単位体

積重量については土の湿潤密度試験，土粒子の密度試験，土の含水比試験を行い，それ

ぞれ値を算出し，5 試料の算術平均を用いた。用いた値を表 1 にまとめた。 
4.4.2 土質強度の設定 

また，粘着力，内部摩擦角については，CD 試験（三軸圧縮試験）により求めた。し

かし，斜面の見かけの粘着力・内部摩擦角は根系の影響や礫等の影響を受け，小さい土

壌サンプルで用いた値と乖離している可能性がある。また，実際の斜面崩壊発生時にお

いて，土壌が完全な排水状態になるかどうか不明である。さらに，土のせん断強度は含

水率の影響を受け（笹原・南，2006 など），斜面崩壊は土層内の最も弱い部位において

発生すると考えられる。そこで，本研究では，地形及び土層厚から粘着力を逆推定する

手法を併用した。ここでは，少なくとも，不飽和時には，安全率が 1 以下になることは

ないと考え，流域内で例外的に斜面勾配が急（I=54°）でかつ，土層厚が大きい（390 
cm）１点を除いた地点で地下水位が 0 cm の状態で安全率が 1 を切らない範囲の最小の

粘着力（7.5kN/m2）を算出し，「土層厚および地形から求めた値」とした。本研究では，

CD 試験で求めた値と土層厚および地形から求めた値の２つを用いて，最小定常崩壊発

生降雨強度 rcの算出を行った。 

4.4.3 透水係数の設定 

豪雨時の斜面の等価飽和透水係数は，パイプ流など選択的な流れの影響を受け，小さ

い土壌サンプルで求めた透水係数より大きい可能性が高い（Uchida et al., 2003 など）。

そこで，本研究では，豪雨時の現象の再現のため，対象流域内で継続して行っている水

文観測から得られた斜面土層内の間隙水圧と流域末端の流量データをもとに，

Bazemore et al.（1994），Uchida et al.（2003）の手法を参考に斜面内の浸透流はダル

シー則に従うと仮定し，斜面の等価飽和透水係数を算出した。 
単位幅の斜面からの流量は式 2 で求まる。そこで，流路に直接もたらされた降雨が流

出水量に寄与する割合は小さいと考え，斜面からの流出水量（q(t)）[m3/s]の合計が流域

からの流出水量（Q(t)）[m3/s]と等しいと仮定すると以下の式が得られる。 

表１ 崩壊発生予測計算に用いた値 
Table 1 Used values in the numerical simulation 

 

等価透水係数 0.0005 m/s
粘着力
　ＣＤ試験 11.5 kN/m2

基岩地形・実測土層厚より算出 7.5 kN/m2

基岩地形・平均土層厚より算出 4.6 kN/m2

表面地形・実測土層厚より算出 8.4 kN/m
2

表面地形・平均土層厚より算出 5.2 kN/m2

内部摩擦角 36.1 °
土層の単位体積重量
　飽和状態 17.9 kN/m3

　不飽和状態 15.2 kN/m3

水の単位体積重量 9.8 kN/m3
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)(              (9) 

ここで，L は流れの幅[m]，umは斜面下端の間隙水圧の平均値[kN/m2]，Imは平均の斜面

勾配[°]である。これより，次式が得られる。 

mm

w
s ItLu

tQ
K

tan)(

)( 
                (10) 

そこで，本研究では，左右両岸の斜面から流出があると仮定し，L は流路長の２倍と

し（332m），平均斜面勾配は地形データより，36°とした。また，流域からの流出水

量と平均の間隙水圧（um）は，2003 年以降の観測結果のうち，最大の降雨イベントで

あり，災害時の降雨状況（連続雨量 417mm，最大時間雨量 63mm/h）に最も近い 2005
年 9 月 6 日（連続雨量 236mm，最大時間雨量 58mm/h）のデータを用いて算出した結

果（5.2×10－4m/s）を用いた。なお，今回求めた透水係数は，対象流域周辺の土壌サン

プルで変水位試験法により求めた透水係数（3.0×10－5m/s）と比較すると 1 オーダー程

度大きな値である。                                                                           
4.5  計算の実施 

最小定常崩壊発生降雨強度（rc）の算出を行ったのは，簡易貫入試験を行った全 173

地点のうち，谷部を除いた斜面上に位置する 160 点（崩壊地内に 5 点）と崩壊地内に新

たに設けた 9 点の合計 169 点である。また，崩壊地内の点については，崩壊発生前の土

層厚を推定し，計算を行った。崩壊発生前の土層厚の推定には，まず，崩壊地外の地表

面から崩壊地内の地表面をクリッギング法により内挿し，崩壊発生前の地表面地形を推

定した。その上で，地表面と基岩面標高差を崩壊発生前の「土層厚」とし，計算を行っ

た。 

5．計算結果 
CD 試験により求めた粘着力を用い計算した結果（ケース 1-0 と呼ぶ。表 2 参照），流

域内の 21 地点（うち，6 地点は崩壊地①内）を除いて土層が完全に飽和しても崩壊に

いたらなかった。一方，土層厚および地形から求めた粘着力を用いた場合（ケース 1 と

呼ぶ），崩壊地 4 箇所全てで最小定常崩壊発生降雨強度 rcは，実際の崩壊発生降雨の最

表 2 計算結果のまとめ

 

ケース名
土層厚の
設定手法

地形量の
算出方法

粘着力の設定手法

流域全体 崩壊地内 流域全体 崩壊地内 流
ケース1 実測 基岩面 基岩面地形・実測土層厚より算出 70 13 65 13
ケース1-0 実測 基岩面 CD試験 21 6 17 6
ケース2 平均値 基岩面 基岩面地形・平均土層厚より算出 153 14 130 14
ケース2-0 平均値 基岩面 CD試験 0 0 0 0
ケース2-1 平均値 基岩面 基岩面地形・実測土層厚より算出 102 13 92 13
ケース3 実測 地表面 地表面地形・実測土層厚より算出 63 10 56 10
ケース3-0 実測 地表面 CD試験 30 6 25 6
ケース4 平均値 地表面 地表面地形・平均土層厚より算出 159 14 135 14
ケース4-0 平均値 地表面 CD試験 0 0 0 0
ケース4-1 平均値 地表面 基岩面地形・実測土層厚より算出 103 13 96 13

r土層飽和時にFsが１
以下になる地点数

rc が100mm/h以下の

地点数
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大時間降雨量より小さい 30mm/h 以下であった（図 6）。しかし，崩壊地②内には，土層

厚が薄く，土層内水深が地表面に達するほどの降雨強度を与えても斜面が崩壊にはいた

らない地点も存在した。 

  
図 6 算出した最小定常崩壊発生降雨強度（rc）の空間分布（ケース 1） 

  

図 7 100mm/h 以下の崩壊地内及び崩壊地外の rcの分布(ケース 1～4) 

(a) Case 1 (measured soil thickness, bedrock 
surface topography)

(b) Case 2 (mean soil thickness, bedrock 
surface topography)

(c) Case 3 (measured soil thickness, 
soil surface topography)

(d) Case 4 (mean soil thickness, 
soil surface topography)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

～
1
0

～
2
0

～
3
0

～
4
0

～
5
0

～
6
0

～
7
0

～
8
0

～
9
0

～
1
0
0

最小定常崩壊強度rc(mm/h)

地
点

数

崩壊地外

崩壊地内

0

5

10

15

20

25

30

35

40

～
1
0

～
2
0

～
3
0

～
4
0

～
5
0

～
6
0

～
7
0

～
8
0

～
9
0

～
1
0
0

最小定常崩壊強度rc(mm/h)

地
点

数

崩壊地外

崩壊地内

0

5

10

15

20

25

30

35

40

～
1
0

～
2
0

～
3
0

～
4
0

～
5
0

～
6
0

～
7
0

～
8
0

～
9
0

～
1
0
0

最小定常崩壊強度rc(mm/h)

地
点

数

崩壊地外

崩壊地内

0

10

20

30

40

50

60

70

80

～
1
0

～
2
0

～
3
0

～
4
0

～
5
0

～
6
0

～
7
0

～
8
0

～
9
0

～
1
0
0

最小定常崩壊強度rc(mm/h)

地
点

数

崩壊地外

崩壊地内

- 155 -



 図 7a に示したように，ケース 1 では，rcが 20mm/h 以下の地点の 5 割，30mm/h 以

下の地点の 4 割強が崩壊地内であったのに対し，30～100mm/h の地点では，崩壊地内

の点は 1 地点のみであった。このことから，rcが小さいほど，斜面崩壊する可能性が高

く，rcが斜面崩壊発生の相対的な危険度を良く表しているといえる。 
 

6．考察 

 前章の計算の結果，簡易なモデルであっても，土層厚分布及び基岩面地形の計測，土

壌の物理性に関する定数の設定を適切に行えば，概ね斜面崩壊の危険度を表すことがで

きることが分かった。そこで，以下では，土層厚分布及び基岩面地形の計測，土質定数

の設定手法が，崩壊場所の予測精度に及ぼす影響を検討する。 

6.1 土層厚の影響 

土層厚の空間分布が表層崩壊発生箇所の予測結果に及ぼす影響を明らかにするた

めに，表層土層厚を流域平均値（141cm）で一様とした場合について，最小定常崩壊

発生降雨強度の算出を行った。粘着力として CD 試験により求めた値（ケース 2-0）を

用いた場合，全計算地点で土層が完全に飽和しても，崩壊は生じなかった(表－2)。ま

た，土層厚（実測）および地形（基岩面）から求めた粘着力を用いた場合（ケース 2-1），
土層が完全に飽和すると 102 点で安全率は 1 以下となった（表 2）。 
次に，ケース 1 で粘着力を逆推定したのと同様に，土層厚を平均値とし，基岩面地形

を用いて，地下水位が 0 cm の状態で安全率が 1 を切らない範囲で最小の粘着力を算出

し（4.6kN/m2），rc の算出を行った。なお，土層厚，粘着力以外のパラメータはケース

1 と同様とした（以下，この結果をケース 2 と呼ぶ）。 

ケース 2 では，全ての崩壊地で最小定常崩壊発生降雨強度 rcは，実際の崩壊発生降雨

の最大時間降雨量よりやや小さい 20mm/h 以下であった（図－6a）。また，実際には崩

壊が発生していない左岸斜面など崩壊地内とほぼ同程度の最小定常崩壊発生降雨強度

の地点が多数見られた。ケース 2 では計算地点のうち，130 地点が 100mm/h 未満，

114 地点が 50mm/h 未満の降雨で崩壊しうる結果となった（図 7b）。崩壊地内の地

点が占める割合に着目すると，rcが 20mm/h 以下の地点の 2 割，30mm/h 以下の地点

でも約 2 割弱が崩壊地内の点であり，ケース 1 に比べて小さい結果となった。 
6.2 地表面と基岩面の地形の違いの影響 

本研究では，土層厚を計測することにより，基岩面の地形データを作成し，勾配，

集水面積を算出した。しかし，実際には基岩面地形の詳細なデータを取得するために，

詳細な土層厚調査が必要であり，一般に地表面地形を用いることが多い。そこで，本

研究においても，地表面地形を用いたことによる表層崩壊危険箇所の算出に及ぼす影

響を検証するために，集水面積，斜面勾配を地表面地形データにより算出し，rc の算

出を行った。ここでは，粘着力以外のパラメータはケース 1 と同様とした。なお，地

表面地形で求めた勾配は基岩面地形から求めた勾配と平均 2.3°の差があり，地表面地
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形の集水面積と基岩面地形の集水面積の差は，平均で基岩面地形の集水面積の 44％で

あった。 
CD 試験により求めた粘着力を用いた場合（ケース 3-0），土層が完全に飽和すると

30 点で安全率は 1 以下となった（表 2）。さらに，ケース 1，2 と同様な方法で土層

厚（実測）および地形（地表面）から求めた粘着力（8.4kN/m2）を用いた場合に結最小

定常崩壊発生降雨強度 rcは，実際の崩壊発生降雨の最大時間降雨量より小さい 40mm/h

以下であった。また，図 7c に示したように，計算地点のうち，63 地点が 100mm/h 未

満の降雨で崩壊する結果となった。同様に崩壊地内の地点が占める割合は，rc が 20 
mm/h 以下の地点で 3 割強，30mm/h 以下の地点で約 4 割弱であり，ケース 1 に比べて

小さい結果であった。以上の結果，地形情報に地表面地形を用いた場合，土層厚は実測

データを用いても，崩壊の恐れのある斜面を抽出できる確率は，基岩面地形を用いた場

合よりも小さく，基岩面地形を用いた場合に比べて崩壊しない斜面も崩壊する危険性が

高いとしてしまうことが分かった。 
次に，ケース 3 同様，集水面積，斜面勾配を地表面地形データにより算出し，ケー

ス 2 同様，土層厚を一様とし，rc の算出を行った。CD 試験結果を用いた場合，全計

算地点で土層が完全に飽和しても，崩壊は生じなかった。また，土層厚および地形か

ら求めた粘着力（ケース 4-1）を用いた場合，土層が完全に飽和すると 103 点で安全

率は 1 以下となった（表 2）。ここで，これまでのケース同様，地下水位が 0 cm の状

態で安全率が 1 を切らない範囲で最小となる粘着力を用い（5.2 kN/m2），算出した結果

を図 8c に示す（ケース 4 と呼ぶ）。 
ケース 4 では，全崩壊地で最小定常崩壊発生降雨強度 rcは，実際の崩壊発生時の時間

降雨強度よりやや小さい 30mm/h 以下であった（図－6c）。また，図－5d に示したよう

に，135 地点が 100mm/h 未満の降雨で崩壊する結果となった。同様に崩壊地内の地点

が占める割合は，rcが 20 mm/h 以下の地点，30mm/h 以下の地点のいずれもで約 2 割

弱であり，ケース 2 とほぼ同程度で，ケース 1，3 に比べて小さい結果であった。 
6.3 入力条件の設定手法が計算結果に及ぼす影響 

本研究の結果から，土層厚の空間分布をモデルに入力せず，平均値を入力した場合，

崩壊箇所を正しく再現できず（ケース 2-0），崩壊箇所を正しく再現するためには粘着力

を小さく設定する必要があった。しかし，小さい粘着力を用いて崩壊箇所を再現しよう

とした場合，実際には崩壊が発生していない多くの箇所も崩壊が発生するという計算結

果となり，いわゆる空振りの多い結果となった（ケース 2）。具体的には，対象流域の

左岸上流部は土層厚が 100cm 未満の箇所が多数あるが，これらの地点の土層厚を

141cm と厚く設定したことで，本来であれば崩壊危険度が低いと考えられる地点の崩

壊危険度を高く評価した結果となっている。これまでの土層厚を一様とした研究にお

いては，水の浸透過程の非定常状態を考慮した物理モデルを用いた場合においても，実

際に崩壊が発生した箇所のみならず，崩壊していない多くの箇所も崩壊が発生するとい

う計算結果となっている場合が多い（例えば，平松ら，1990）。以上より，ケース 2 で
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は，実際の崩壊発生をコントロールする土層厚の条件を一様としたため，本来あるはず

の土層厚の違いによる崩壊発生危険度の差が表現できなくなったといえる。 

また，本研究では，地形量の算出を地表面地形ではなく，基岩面地形を用いた方が，

表層崩壊の発生の有無を正しく再現できることを示した。このことは土層中の地下水の

 
図８ 算出した最小定常崩壊発生降雨強度（rc）の空間分布（ケース 2～4） 

 

 

(a) Case 2 (mean soil thickness, bedrock surface topography)

(b) Case 3 (measured soil thickness, bedrock surface topography)

(ｃ) Case 4 (mean soil thickness, soil surface topography)
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流れは地表面の勾配・集水性ではなく，基岩面の勾配・集水性にコントロールされると

した近年の斜面水文観測結果と矛盾しない（Freer et al.，2002；浅野ら，2005 など）。 

さらに，本研究では土層の透水係数を斜面水文観測結果から逆算により求めた値を用

いたが，100cm3 の土壌サンプルで用いて測定した値より約 10 倍大きかった。仮に，

100cm3の土壌サンプルを用いて測定した値を用いて rc を算出した場合，式 8 から分か

るように，rcはおよそ 1/10 になる。1999 年 6 月に生じた豪雨のピーク降雨強度発生時

刻付近で仮に定常に達していた場合，実績より多くの斜面で崩壊が発生するという計算

結果となる。このことから，斜面の透水係数は，今回用いたモデルでは相対的な危険度

には影響を及ぼさないものの，降雨規模と崩壊発生の関係を検討する上では，重要であ

ることが分かる。 

また，本研究では，土質強度に関しても，小さいサンプルを用いて測定した値を用い

た場合，崩壊発生箇所を正しく再現することができなかった。今回は簡易に地形と土層

厚より逆推定する手法を用いたが，今後，斜面スケールの土質強度の評価・設定手法を

検討していく必要があると考えられる。 

以上のように，「はじめに」で指摘した，表層崩壊の予測に関しては，モデルのパラ

メータの設定に係わるデータ取

得が予測精度の１つの律速条件

となっている可能性を本研究の

結果は支持する結果が得られた。 

 

7 汎用性の確認 
 以上の検討を踏まえ、著者らは

荒谷流域のおける結果と同様な

結果が、他の流域でも得られるか

どうかについて検討した。Uchida 

et al. (2011) では、荒谷流域同様、

1999 年 6 月の豪雨で表層崩壊が

発生した広島西部山系の宮内地

区に同じ手法を提供し、検討した。

宮内地区は荒谷流域同様風化花

崗岩を基盤とする。結果を図 9

に示すとおり、荒谷流域同様、rc

の低い領域と表層崩壊が実施兄

発生した領域は概ね一致した。さ

らに、Uchida et al. (2011)は宮内地

区でも土層厚の計測や適切な地

形量の算出手法を用いることに

図9 宮内地区における表層崩壊発生危険度評価
結果 （rcの算出結果） 

表層崩壊が発生する可能性が
ある最小の降雨強度（rc）

表層崩壊地

0-10 mm/h

10-20 mm/h

20-30 mm/h

30-40 mm/h

40-50 mm/h

50-60 mm/h

60-70 mm/h

70 mm/h-
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よって、表層崩壊の危険度予測結果が向上することを示した。 

 さらに、内田ら（2011）は、同じ花崗岩を基盤とするものの、地域および崩壊を引き

起こした降雨が異なる山口県防府市の剣川流域（写真 1）の１支流域に適用した結果、

ここでも良好な結果が得た。さらに、地質が異なる北海道沙流川においても、良好な結

果が得られている。 

 

 

8．結論 

本研究では，地下水位を定常状態と仮定し，入力条件には基本的に実測できるものの

みで構成した比較的簡易な表層崩壊危険度評価手法を作成し，1999 年広島で生じた豪

雨による斜面崩壊に適用した。その結果，比較的単純な危険度評価手法であっても，土

層厚の空間分布を用いるとともに，地形量の算出に基岩面を用いた場合，表層崩壊の相

対的な危険性を比較的精度良く表現することが可能であることが分かった。ただし，土

壌の透水係数や粘着力については，小さな土壌サンプルにより測定した結果の代わりに

水文観測結果や土層厚と地形などを用いて求める必要があった。 
一方，土層厚の空間分布に実測値を用いず，流域内で一様とした場合や基岩面地形の

代わりに地表面地形を用いた場合，表層崩壊の危険度評価結果の実績に対する適合度は

低下した。特に，土層厚の取扱いの影響は大きかった。 
 本研究の成果から，十分な現地調査を行えば，モデルは簡易であっても，かなり高い

精度で崩壊危険箇所を抽出できることが分かった。以上より，表層崩壊の予測精度の向

上には，モデルの入力条件となる各種の計測・観測が極めて重要であると考えられた。 
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水素エネルギーによる建築・住宅の低炭素化 

建築研究部環境・設備基準研究室長 足永 靖信  
  
１ はじめに 

建築・住宅からの二酸化炭素排出量は年々増加の傾向を示している。図１に各部門

の二酸化炭素排出量の年変化を示す。1990 年と比べ、業務その他部門で 50.9 %、家庭

部門で 48.1%の増加(2011 年度)が見られる。建築・住宅における二酸化炭素発生量を

大幅に削減するには、省エネ化の推進とともに抜本的なエネルギー需給のあり方を見

直す必要がある。また、東日本大震災（2011 年 3 月 11 日）の影響により発生した福

島第一原子力発電所事故以降、電力供給の見通しが不透明になっている。世の中の節

電意識が高まっている中で、特に、電力システムの動向についても社会的に注目視さ

れている。  
国土交通省総合技術開発プロジェクト「低炭素・水素エネルギー活用社会に向けた

都市システム技術の開発」（平成 21～24 年度）では、エネルギー消費時に二酸化炭素

が発生しない水素に着目し、現状に比して二酸化炭素排出量 50%削減を可能とする都

市システムの構築を目的として、水素の安全性、環境性能に関する技術開発に取り組

んだ。本稿では、これらの研究成果を紹介するとともに水素システムを建物に導入す

る際の留意点について述べる。  
 
２ 総プロ概要 

２．１ 水素エネルギー 

水素は質量的には宇宙に最も多く存

在する元素である。しかし、水素は酸

素と結びついて水の形で安定する性質

があるため、地球上ではそのままの形

では存在し難い。したがって、天然ガ

スのように地盤から水素ガスが噴出す

ることはまずない。エネルギーとして

見たとき、水素は電気と同じようなも

のと考えると理解しやすい。水素も電

気も石油、石炭など様々な化石燃料か

ら加工される 2 次エネルギーである。

ただし、建物における利用を考えると、

水素には一般の系統電力には見られな

い大きな特徴がある。それは、熱を含めた高効率利用が見込めることである。発電所

の発電効率は 40％程度であり、残りは熱として海水などその場の環境に放出されてい

る。しかし、建物において水素エネルギーを利用して燃料電池による発電を行えば、

図１ 日本の部門別二酸化炭素排出量の

推移（1990-2011 年度）1) 
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発電ロスの一部を給湯などの熱的用途にそのまま使うことができる。この差はとても

大きい。  
２．２ 水素と建築関連法令 

水素供給事業が将来行われるとしたら、水素はガスの一種であるためガス事業法に

各種規定が設けられることになる。ガス事業法は経済産業省の管轄である。一方、国

土交通省が管轄する建築基準法ではガス配管関連として、壁貫通の不燃材料の関連規

定（建築基準法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第 7 号イ）、建築物の住戸に設けるガ

スの配管設備の関連規定（建築基準法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第 8 号、建設

省告示第 1099 号）が存在する。  
水素システムを建物に導入する際に、これらの関連規定が障害にならないか、もし

くは適切な導入のための技術基準を新たに設ける必要があるかなど検討が必要と考え

られる。  
２．３ 総プロの取り組み 

国土交通省総合技術開発プロジェクト「低炭素・水素エネルギー活用社会に向けた

都市システム技術の開発」（平成 21～24 年度）では、エネルギー消費時に二酸化炭素

が発生しない水素に着目し、現状に比して二酸化炭素排出量 50%削減を可能とする都

市システム技術を開発することを目的としている。図２に水素活用社会のイメージを

示す。  
総プロの内容は大きくは以下の 3 つに分かれている。本紙ではこれらの研究概要を

紹介する。  

図２ 水素活用社会のイメージ  

発電所廃熱、
工場廃熱等に
よる水素製造

昼間電力用化石燃料依存
からの脱却

化石燃料依存からの脱却

中央式空調システム等ビル内二次側システム
の部分負荷対策等（業務ビル）

都市ガス配管網

電力送電線網

水素配管網

エネルギーセンター

温熱需要
（ホテル病院等）

集中改質器
（都市G→水素）

燃料電池

水素貯蔵
設備

燃料電池排熱によ
る冷熱製造技術

低コストで安全性の高い水
素配管等輸送貯蔵技術

H2製造プラントからの輸送

需要家内直
流電源供給
システムの
構築（住宅）

燃料電池

太陽光発電、風力発電、廃棄物発電、
燃料電池等による電力の都市内有効
活用

燃料電池自動車
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①水素配管を敷設した建物等空間の安全性の検討  
②燃料電池等による建物の低炭素化技術の開発 
③低炭素都市評価技術の開発  
 
３ 水素配管を敷設した建物等空間の安全性の検討 

３．１ 調査範囲 

 水素配管の安全性に関する調査範囲は大変広範である。そこで、有識者、実務者と

の協議の上、経済産業省等で検討が進んでいる配管材料の課題はここでは取り扱わず、

建築ユーザー側の視点から図３左に示す前提条件を整理し、図３右の内容を計画、実

施した。集合住宅やオフィスにおいては竪シャフトなど建物内の空間を水素配管が通

過する可能性があるため、漏洩拡散シミュレーションや火災実験を実施する。なお、

一戸建ての場合、燃料電池等は家の外に設置することを基本とするので、これらの問

題は関係なくなる。  
３．２ 都市ガス配管の設置状況の調査 

 ガス漏洩時の拡散性状を検討するに当たって、既存建物の都市ガス配管の設置状況

について現地調査を実施した（テナント型事務所ビル 5 棟、共同住宅 5 棟）。調査の結

果、テナント型事務所ビルの場合、ガス配管はシャフト奥に設置されていてシャフト

内に強制換気装置や換気口は設けられていないケースが多いこと、共同住宅の場合、

ガス配管は水道、汚水配管やメータ類とシャフト内に収容されていて、点検扉の上部、

下部に開口部が設けられていることが分かった。  
３．３ ガス漏洩時の拡散性状の検討 

図３ 水素配管の安全性に関する調査概要  

1.水素漏洩感知器の開発

都市ガス等と同様に、漏洩・地震・圧力不足

等の安全対策を備えた水素用マイコンメータ

が開発されることを想定

2.水素への付臭

都市ガス等と同様に、臭気による漏洩の検

出方法が採用されることを想定

3. 水素消費設備

家庭用又はオンサイト型コジェネレーション

システム用の燃料電池を想定（水素コンロ等

の水素を直接燃焼させる機器は検討対象か

ら除外）

4.都市ガスシステムからの移行

都市ガスから水素に完全に置き換わる場合

を想定（ガス配管からは水素のみが供給さ

れ、リスク管理上都市ガスとの共存は考えな

い）

前提条件

M M

敷地境
界線

敷地境
界線

：燃料電池

竪シャフト内漏洩ガス
拡散の数値シミュ
レーション

配管火災実験

地震による配管損
傷、漏洩

耐圧・気密調査

共同溝

各種実験、シミュレーション、現地調査
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 現地調査結果を踏まえ、集合住宅の竪

シャフト空間に図４(a)のようなガス管

等の設置を考え、ガス配管の下部でガス

が漏洩した場合の CFD（数値流体力学）

による非定常拡散シミュレーションを実

施した。解析には商用ソフトウエアの

STREAM を用いた。計算条件としては、

ガス種は都市ガスと水素の 2 種類、管内

圧力は 143～2,500Pa の 3 段階、漏出位

置は 0.4～2.6m 高さの 3 段階の計 13 ケ

ースの組み合わせを設定した。  
計算結果の事例を図４(b)に示す。漏洩

した水素はパイプシャフト扉に衝突後上

方へ速やかに拡散するのに対して、都市

ガスの拡散は緩慢でありほぼ同心円状に

分布する。水素は爆発濃度範囲（Vol4%
以上）が都市ガスと比較して急速に拡大

しており、管内圧力は同一であっても水

素ガスの漏洩量は都市ガスのそれより大

きく、また浮力の相違も大きく影響する。

この結果は、水素センサの応答性が良け

れば早期の漏洩検知が可能であることを

示唆している。この他、集合住宅の廊下

やドライエリアにおける漏洩シミュレー

ション、集合住宅の廊下における煙によ

る気流可視化実験も実施した（図４(c)）。 
３．４ 地震による配管等損傷の検討 

 住宅の基礎を水素ガス配管が貫通する

場合や外壁に水素ガス配管を設置する場

合を想定し、地盤の揺れが水素配管に及

ぼす影響を基礎模型の加振実験により検

討する。  
基礎模型の寸法は縦横 2.9m×1.9m で

ある。基礎模型は、一戸建（基礎根入れ

30cm、建物荷重 2t/m2）、集合住宅（基礎

根入れ 45cm、建物荷重 6t/m2）の 2 種類

を考える。基礎模型は、独立行政法人建

築研究所の建築基礎・地盤実験棟の大型

(a) 計算対象 

 

 

(b) 計算結果事例 

 

 

(c) 可視化実験事例 

 

図４ 水素ガスの漏洩に関する検討  

x
y

z

給湯器

ガス管

水道管

ガスメータ

漏洩箇所

（点検扉の上下
にスリット有）
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せん断土槽（長さ 10m、深さ 5m、幅

3.6m）の中央位置に設置した。基礎模

型の配置状況を図５a)に示す。図５b)

に示すように、基礎模型の周辺には、

ガス配管、マイコンメータ、各種セン

サを配置した。地中埋設のガス配管は、

PE 管、亜鉛メッキ鋼管の 2 種類、地上

部は亜鉛メッキ鋼管とする。大型せん

断土槽に、地震時の地盤の振動（加振

条件は正弦波、エルセントロ NS 波な

ど 10 種類）を与え、各深度の加速度、

土圧、配管のひずみ量等の計測を実施

した。配管加速度の計測事例を図５c)

に示す。  
加振実験の結果、10 系統全ての配管

内圧力について、圧力の大きさはセン

サーの許容誤差範囲内にあり、加振中

に配管内のエアーが漏れていないこと、

各配管の応答加速度の波形には位相が

みられず、配管の材質・径に関係なく

配管の挙動に顕著な傾向は見られない

ことなどが分かった。  
３．５ 既設共同溝を利用した水素供

給実証実験 

３．５．１ 都市内水素輸送 

燃料電池のセルスタックが必要とす

るのは水素である。そこで、水素が定

置用燃料電池等に直接供給される水素

社会の到来を想定して、定置用純水素

駆動型燃料電池の開発が先行実施され

ている（富士電機製 PAFC(105kW)、
東芝製 PEFC(30kW）等）。純水素駆動

型であれば改質装置が不要なので、省

スペース、省コストになる。加えて、

二酸化炭素が発生しない、電力負荷の

追随性向上などの特長がある。  
海外では都市間における水素のパイ

プライン輸送は数多く行われている。

(a)住宅の基礎模型の外観 

 

 

(b)断面構成 

 

 

(c)配管加速度計測事例 

 

図５ 水素ガス配管の加振実験  
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輸送経路は、水素を生成する鉄鋼工場か

ら水素を消費する化学工場までが多い。

アメリカにおいては総延長 1,450km、ユ

ーロッパにおいて総延長 1,500kmの実績

があり、中・高圧水素を搬送する配管に

は主に鋼管が用いられている。しかし、

個々の需要家への水素輸送の事例はほと

んど見られない。  
水素を都市内で輸送する方式は大きく

は 3 つある。一つ目はガスボンベに水素

を収容してトラック等で配送する方式、

二つ目は直埋設管に水素を流す方式、三

つ目は共同溝内に水素管を敷設して水素

を流す方式である。本研究では、三つ目

の方式について、実証実験なども実施し

たのでその概要を報告する。  
３．５．２ つくば市共同溝への水素ガ

ス管の設置 

 つくば市共同溝の断面を図６に示す。

図左は市道付帯設備（道路の附属物）で

あり、集塵管、熱供給用蒸気管、熱供給

用還水管が配置されている。図右は、共

同溝法上の共同溝であり、電話線、電力

線、水道配管が配置されている。  
つくば市道の共同溝については、共同

溝整備道路の指定を受けて共同溝と他の

施設を一体的に整備し、他の施設部分に

共同溝法の公益物件以外の物件を道路法

32 条に基づいて占用許可がされている。

そのため、水素管の設置についても、道

路管理者であるつくば市が技術上、安全

上等の観点から問題無いと判断し、道路法の占用許可をすることは可能であると考え

られる。  
共同溝は道路法で言うところの「道路」であり、建築基準法、消防法の適用はされ

ない。設置技術基準は各公益事業物件の法律による。現在、水素に関する基準は見当

たらない。そこで、つくば市共同溝へ水素管を設置するに当たり、国総研がつくば市

と水素管の安全性について技術的協議を行い、実証実験計画案を作成することにした。

次に、つくば市が開催する共同溝利用者協議会において国総研が実証実験計画案に関

図６ つくば市共同溝の標準部断面図  
 

図７ 水素管の設置状況  
 

図８ 二重管の材質・構造  

Ｗ：上水道管
Ｔ：電話線
Ｅ：電力線
R：集塵管
Ｓ：蒸気管
Ｄ：ドレイン管

共同溝上の共同溝非法上物件
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する説明を行い、全者の了承を得た。その後、消防、道路課等へ各種の届け出を済ま

せることにより、市の許可が正式に下り、国総研による共同溝内への水素管の設置を

含む実証実験が可能になった。  
水素管の設置状況を図７に示す。水素管は、集塵管と熱供給用蒸気管の中間位置に

設置した（延長 250m）。集塵管を連続的な支持材として活用し、その下部に水素管を

帯鉄状バンド（1m 間隔）で吊り下げた。  
３．５．３ 水素ガス管の安全性 

 水素の燃焼範囲は広く、空気に 4％〜75％混ざると燃焼が可能な気体となる。また、

静電気程度のわずかなエネルギーでも水素にそれが加わると着火する性質がある。そ

のためか、「水素は爆発するから危険である」とイメージされることが多い。しかし、

水素は軽くて拡散性が高い気体であるため、現実の開放空間においてこれらの 2 つの

条件が重なることはほとんどないと言われている 2)。  
実証実験において過度の安全性を求めると、結果的にコスト増になり普及の妨げに

なりかねない。そこで、本研究では、ガス検知式二重管を新たに導入する。そして、

共同溝内に隔壁を設けずガス配管を他の管と同室に設置することにより、ガス管の安

全性を確保した合理化手法を検討する。  
図８に二重管の材質・構造を示す。ガス用管と外装管による二重構造となっている。

ガス用管に用いるポリエチレン管は低圧レベルであれば水素脆性の問題はないことが

室内実験より明らかにされている 3)。外装管は万一の漏洩時に水素供給用配管の占用

空間を共同溝内空間と区分する役割を担っており、実質防爆処理と見なすことができ

る。外装管の材質は、軽量で施工性が高く耐久性に優れる硬質塩化ビニル管を採用し

た。また、外装管にはチーズが設けられており、ガス検知センサをガス用管と外装管

の隙間空間に設置することにより、万一のガス漏洩時にガスの搬送を停止する仕組み

とする。  
３．５．４ 実験概要 

つくば市共同溝における水素供給実証実験の概要を図９に示す。試験対象区間はつ

くば中央公園に近接する歩行者専用道路である。地下共同溝の特殊部「C4-4」（公園南

図９ つくば市共同溝における水素供給実証実験 
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側）から特殊部「C3-1」を経由して特殊部「C3-2」（公園中央部）までの約 250ｍ区間

の共同溝内に水素配管を敷設する。ボンベ庫、ユニットハウスをそれぞれ地上に設置

し、水素ボンベから地下共同溝を経由してユニットハウスに水素を供給する。  
実験期間は 2012 年 12 月 17～19 日の 3 日間である。水素の挙動は、水素圧力検知、

水素濃度検知、音速変化検知の 3 つの方法で常時モニター監視を行った。異常時を想

定し、警報発生やメール自動送信、外装管強制排出などの機能も備えている。  
 共同溝内の水素配管から供給される水素をユニットハウス（5,600×2,346）におけ

る発電に使用した。水素配管の取り出しについては共同溝の通気抗を活用し、ユニッ

トハウスの屋外に設置した純水素駆動型燃料電池（発電能力：1kW、寸法：1,200×540
×1,085）に水素配管を接続した。また、ユニットハウスの周辺には太陽光パネル（単

結晶セル構造、定格 1,140W、パネル面積 7.7 ㎡（寸法：1,580×808×6 枚））も設置

した。実証実験の実施項目は以下の通りである。  
１）各種検知システムの作動確認  
・水素圧力、流量の検知器の作動及び警報発生 
・水素濃度検知器の作動及び警報発生  
・外装管内の伝達音波の検知器の作動及び解析処理  
２）水素配管システムの性能  
・耐圧・気密性試験（ヘリウム及び水素を使用）  
・緊急時を想定した外装管内空気の強制排出実験  
・燃料電池の間断使用時の水素管の圧力、流量変動  
・水素・窒素の置換時の水素管の圧力、流量変動  
３）ユニットハウスにおける燃料電池の作動  
・太陽光と燃料電池の連携による発電  
・室内電力負荷変動時の燃料電池の出力特性  
・天候変動時の燃料電池の追随特性  
・燃料電池の発電効率の実証  

１）２）の一部について以下に述べる。３）は、４．３で説明する。  
３．５．５ 水素管の気密性 

 共同溝内に設置した水素管の気密性試験を実施した。燃料電池の作動に必要な

20kPa 以上の圧力をかけ、管内の流体は水素と比重が近いヘリウムとした。図１０は

ヘリウムガスの温度、圧力等の経時変化を表したものである。ゲージ圧は、23～32kPa
の値を示している。入口側のガス温度と出口側のガス温度の挙動は異なっている。地

上に近い場所で計測されている「入口側のガス温度」は外気温に近い挙動を示すのに

対し、出口側のガス温度は共同溝内で計測されているので、地中の熱容量の影響を受

けている。  
状態方程式を適用し、下式により体積比率を算出し、気密性の検討を行う。  
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      (1) 
ここで、P : 絶対圧力[kPa]、T : 絶対温

度[K]、V : 体積[m3] 、添え字の 0 、t
はそれぞれ試験開始時の状態、時間 t に

おける状態を示す。図１１はヘリウムの

体積比率の経時変化である。体積比率は

ほぼ 1 に保たれており、共同構内の水素

管においてヘリウムガスの漏洩は見られ

ないことが分かる。  
３．５．６ 水素供給時の水素管内の圧

力 

 太陽光発電との連携を考えると、純水

素駆動型燃料電池が瞬時に運転・停止す

る場合が想定される。そこで、水素配管

への物理的負荷の状況を把握することを

目的として、燃料電池の稼働による水素

配管内の圧力、流量の影響について調べ

た。水素配管の端部を純水素駆動型燃料

電池（PEFC、1kW）に接続し、燃料電

池が消費する水素を水素ボンベから補

充・供給した。水素送出部ではボンベ庫

内の水素配管に流量計、圧力計を設置し、

水素消費部ではキャビネット内の水素配

管に圧力計を設置した。本実験では流量

データ、圧力データを 1 秒毎に収録した

（キャビネット内の計測データは欠損）。 
燃料電池の発電量が増加する場合の事

例を図１２に示す。この場合、燃料電池

の発電量は 250W から 800W に増加しており、これを賄うために水素の流量は 3 ㍑/
分から 8.5 ㍑/分に増加する。このとき圧力は 15kPa から 13 kPa に減少しているが、

5 分後には 14 kPa に回復する。消費側から 250m 離れた供給側の圧力は発電量に対し

て若干の時間遅れを示している。圧力の性状は安定しており、配管への影響は軽微と

考えられる。  
 以上の結果より、共同溝内において低圧で水素を搬送する場合、水素配管システム

に問題は見られない。ただし、今回は実験レベルであるため、事業実施においては、

通年の運用、監視等に関わるガス事業者による検討が求められる。 

V
0

0

0
 

図１０ ヘリウムガスの圧力、温度  
 

図１１ 温度変化を考慮して基準化した

ヘリウムガスの体積比率  
 

図１２ 燃料電池運転時の水素ガスの圧

力、流量の運転結果  
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４ 燃料電池等による建物の低炭素化技術の開発 

４．１ 燃料電池の技術動向調査 

 燃料電池と排熱利用技術の開発に携わっている技術者、研究者等にアンケートと聞

き取り調査を行った。アンケート調査先は、大学、エネルギー関連会社、メーカー、

需要家など計 56 件である（回答 34 件）。  
アンケート調査結果を表１に整理する。市販されている家庭用燃料電池においては、

温水（PEFC は約 60℃、SOFC は約 70℃）の形でタンクに貯めている。また、業務用

燃料電池（PAFC：100(kW)）の場合は、排熱の利用先に応じて、高温（約 90℃）ま

たは中温（約 60℃）のいずれかの形態で回収でき、高温回収の場合、排熱投入型の熱

源機器（ジェネリンク）を使用した冷熱製造にも対応可能である。  
ただし、蒸気利用は今後の課題になる。将来的な話になるが、純水素型の燃料電池

の場合、反応温度が高い SOFC（700～1,000℃）であれば、燃料電池内部での水素改

質が不要となり、その分、高温（蒸気）での排熱回収が可能となる。排熱蒸気からの

冷熱製造時の機器効率は 1.3～1.5 であり、夏期においても高効率な排熱利用が期待で

きる。  
４．２ 燃料電池の省エネ効果（住宅以外） 

住宅以外の業務用建築について異なる規模を設定し、各ケースにおいて想定される

電力需要及び熱需要をもとに、効率的な稼働が期待される規模の燃料電池を導入した

場合の省エネ効果について試算を行っ

た。建物用途は、業務、商業等の 5 種

類、床面積は 2,000～50,000m2 の 5 段

階、燃料電池は PEFC、SOFC 等の 4
種類、排熱形態は蒸気、高温水、低温

水の 3 種類を設定した。  
 図１３は計算結果を整理したもので

ある。燃料電池の排熱を使用した場合

の省エネ効果は概ね 5～30%の範囲に

ある。温熱需要が大きなホテルでは燃

料電池の排熱形態を選ばないのに対し

て、冷房需要が大きな業務では、低温

表１ 燃料電池の機器性能  

型式 PEFC PEFC PEFC SOFC SOFC PAFC

燃料 都市ガス LPガス 灯油 都市ガス LPガス 都市ガス

発電量[kW] 0.7 0.7 8 0.7 0.7 100

発電効率[%} 35～40 38 36 45 45 42

排熱回収効率[%] 45～50 50 45 42 42 20～49

排熱形態 温水(60℃) 温水(60℃) 温水(60℃) 温水(65℃) 温水(65℃) 高温水（90℃）

貯湯槽容量[㍑] 200 200 200 90 90

備考 市販・家庭用 市販・家庭用 実証・家庭用 市販・家庭用 市販・家庭用 市販・業務用

図１３ 燃料電池の排熱利用による業務

用建築の省エネルギー効果  

（床面積：5万m2）
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水の利用はあまり効果的ではないことが分かる。  
４．３ スマート水素ハウス 

 本研究では、水素パイプラインが都市内に構築された近未来を想定し、水素を利用

した「スマート水素ハウス」を提唱している（図１４）。スマート水素ハウスに採用さ

れている純水素型の燃料電池は、電力負荷の追随性に優れ、二酸化炭素を一切排出し

ない特長を有する。  
国総研では、つくば市の協力を得て、スマート水素ハウスのモデル実験をつくば市

中央公園（中央公園東側ペデストリアンデッキ）に設置したユニットハウスにおいて

実施した（2012 年 12 月）。モデル実験では、共同溝から水素を供給して純水素型の燃

料電池を実際に作動させた。ユニットハウス内では DC グリッドを構築し、入力とし

て３系統を考え、太陽光発電を最優先、次いで燃料電池、系統電力とする。室内の電

化機器のバス電圧は 45V から 50V の範囲に収まるように制御した。また、太陽電池の

変動に対応するバッファとして鉛蓄電池を装備している。室内の負荷装置としては、

次の 4 つの系統を用意した。  
①  低電圧直流系統(48V, 107W) 
②  低電圧直流系統(24V, 220W) 
③  一般交流系統(100V, 310W) 
④  暖房 
DC48V、DC24V の機器については、今回は DC/DC コンバータを用いることにより、

市販品で代用した。暖房については、燃料電池の排熱を熱交換機に導いて室内の暖房

に活用する。なお、モデル実験は 3 日間公開で行い、希望参加者は約 100 名であった。

公開実験の様子を図１５に示す。  
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図１４ スマート水素ハウス  
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図１６は 3 日間の太陽電池＋蓄電池、

燃料電池、系統電力、室内電力負荷の

挙動を示したものである。  
12 月 17 日（図１６(a)）は日射が少

なく、「太陽電池＋蓄電池」はほぼ蓄電

池の放電で賄われた。図中のＡでは、

室内電力負荷は、太陽電池＋蓄電池、

燃料電池がカバーするため、系統電力

への負担は小さい。Ｂでは蓄電池の放

出量が下降し、燃料電池がカバーしき

れず、系統電力が増加している。  
このように、定格に余裕があっても

燃料電池が期待通りに作動しないこと

がしばしばあり、電極温度の問題が考

えられる。通常は燃料電池の 2 次冷却

系統は貯湯タンクに繋がっており、電

極温度が発電できないほど冷えること

はないが、本実験では貯湯タンクを外

して 2 次冷却ポンプを手動で ON/OFF
していた。実験の実施が 12 月だったこ

ともあり、電極の温度を保つのに苦労

したが、これらは二次冷却ポンプの自

動制御によって改善可能と考えられる。 
12 月 18 日（図１６(b)）は好天であ

ったため、「太陽電池＋蓄電池」の数値

は太陽光発電の寄与が大きい。図中Ｃ、

Ｄを見ると「太陽電池＋蓄電池」の挙

動に伴って、補完的に燃料電池が作動

して室内の電力需要を満たしている。  
12 月 19 日（図１６(C)）では、太陽

光発電との連携について以下の検討を

行った。図中Ｅでは、「太陽電池＋蓄電

池」の系統の強制的な遮断が行われた。強制的な遮断直後は系統電力が増加するが、

燃料電池の出力増加に伴い、系統電力の消費量は減少し安定した。図中Ｆでは、太陽

光パネルをビニールシートで覆うことにより、太陽電池＋蓄電池の変動を人工的に作

り出した。これを補完する形で燃料電池が作動していることが分かる。  
本システムは、天候によらず室内の電力負荷に追随し、系統電力への負担も小さい。

3 日間の系統電力の削減率（発電量に相当）は 77～92%であった。  

(a) 現場説明  
（手前：太陽光パネル、奥：ユニットハウス） 

 

 
(b) 純水素駆動型燃料電池  

（ユニットハウスの屋外に設置） 

 

 
(c)直流の電化機器  

図１５ 公開実験の様子  
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燃料電池の発電効率について述べる。

水素供給及び燃料電池運転実証期間中

の水素供給量（＝消費量）と発電量の

データ計測を 1 秒毎に行い、実験で使

用した純水素型燃料電池の発電効率を

算出した。発電効率の算出には次式を

用いた。  

  (2) 

ここで、η：効率[%]、Ｉ：電流[A]、
電圧[V]、P:圧力[Pa]、T:温度[K]、Q:
水素消費量[m3/s]、RH2：水素ガス定数[J/mol/K]、ΔH:水素燃焼熱[J/mol] 

3 日間の稼働実績（27,803 データ）を発電量と効率の関係に整理したのが図１７で

ある。低負荷側では効率が若干高まることが分かる。以上のように、部分負荷から定

格にかけて発電効率の実績値が高く維持されていることを確認した。純水素駆動型燃

η＝
I V

2
∆

100 

図１６ スマート水素ハウスのモデル実験事例  
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図１７ 純水素駆動型燃料電池の発電量と効

率の関係（2012 年 12 月 17～19 日）  
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料電池に関しては、負荷変動の大きい需要家近接の分散電源として有望であると言え

る。  
 

５ 低炭素都市評価技術の開発 

５．１ 自然エネルギー賦存量調査 

各地域で太陽光発電による発電量、風力発電による発電量を算出するため、自然エ

ネルギーの賦存量について、太陽光、風力、バイオマスのデータベースを作成した（図

１８）。データベースの整備地域については、2015 年より大都市圏を中心に燃料電池

自動車のための水素ステーションが整備されることから、比較的早期に水素ネットワ

ークが整備されることが想定される以下の地域について整備した。  
・札幌地域：北海道石狩振興局内  
・関東地域：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県  
・中部地域：岐阜県、愛知県、三重県  
・関西地域：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県  
・北九州地域：福岡県  
５．２ 低炭素都市評価システムの開発 

低炭素都市評価システムは、大きく分けて街区空調負荷モデル、CO2 計量モデルか

ら構成される。街区空調負荷モデルは、ある街区領域を対象に気象変化（温度・風）

に応じた建物空調負荷を算定することが可能なシステムである。街区空調負荷モデル

の出力を用いることで、CO2 計量モデルは、街区に存在する複数の建物を対象に、そ

れぞれの建物単位でのエネルギー負荷、CO2 排出量、経済性を評価することができる。

図１９にツールの画面イメージを示す。エクセルシートに建物配置や設備システムを

入力すると、都市域の１次エネルギー消費量や導入コストを出力する仕組みである。  
 開発ツールを用いた 2 つの解析事例について紹介する。  

図１８ 自然エネルギー賦存量データベース  
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一つ目の解析対象は図２０に示す住宅地（練馬市役所西地区）である。水素パイプ

ラインの普及により各戸の純水素型 PEFC の導入を仮定し、表２に示す、現在（2012
年）から 2030 年に至る燃料電池・水素価格の低減シナリオを設定する。シナリオ前提

条件は以下の通りである。  
・将来的な燃料電池の性能（定格発電効率）、システム価格および水素供給コストは

NEDO「燃料電池・水素技術開発ロードマップ 2010」に基づく。  
・2015 年までの燃料電池の発電効率は同レベルとし、コスト低減優先とする。  
・水素供給コストは各家庭までの水素インフラを含むコストと仮定する。  

解析結果を図２１に示す。各建物に純水素型の PEFC が導入されると CO2 排出量削

減率については、66～68%程度の高い削減効果が得られる。CO2 削減コスト（現状の

設備を基準として新しい設備導入・運用コストの増加分を見積もり、1 トンの CO2 削

図１９ 都市の低炭素性の評価（評価ツールの画面イメージ）  

図２１ 住宅地への水素導入による CO2

削減コストの将来予測  図２０ 住宅地の解析対象 

表２ 水素のシナリオ 

項目 2012年 2015年 2020年 2030年
燃料電池価格 [万円/kW] 270 100 50 40
定格発電効率（LHV） [%] 36 36 40 46

水素供給コスト [円/Nm3] 120 90 60 40
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減量当たりの数値に換算したもの）に着目すると、2012 年では約 240 千円/t-CO2 かか

っているものが、年とともに徐々に低下し、2030 年にはほぼゼロになる。これは、シ

ナリオ通りに事が進めば、現在のガス給湯器とほぼ同じコスト負担で純水素型システ

ムを導入することが出来て、しかも CO2 排出量を大幅に削減可能であることを意味し

ている。  
次に、業務地への水素導入効果を述べる。家庭用および業務用の双方の燃料電池が

市場に普及する 2030 年を想定し、前述の燃料電池・水素価格を前提条件とした。解析

対象は、図２１a)に示す西池袋地区である。この街区では地域熱供給システムが導入

されており、地域熱供給システムが実

際に導入されている建物は 11 棟、総床

面積 55 万 m2 である。今回の解析では、

延床面積 5,000m2 以上の建物として、

総床面積 84.6 万 m2 をシミュレーショ

ン対象とする（住宅用途は解析対象に

しない）。地域熱供給システム地域にお

ける水素導入効果について検討を行う

に当たり、地冷が導入されていない条

件で、FC の導入の有無、地冷が導入さ

れている条件で、FC 導入の有無の計 4
ケースを実施した（燃料電池は純水素

型 SOFC とする）。初期・運用コストの

計算条件を表３に一覧する。  
図２２ 業務地の解析対象 

表３ コスト等算出の前提条件（業務地）  

 

燃料電池システム仕様 純水素型SOFCあるいはPEFC
定格発電容量 電力最大需要の40%
定格時の効率 発電効率50%LHV、熱回収率30%LHV

一次エネルギー・CO2排
出量原単位

電気9,760kJ/kWh、都市ガス45MJ/ Nm3、水素8MJ/ Nm3
電気0.555kg-CO2/kWh、都市ガス2.29kg-CO2/ Nm3、水素
0.066kg-CO2 Nm3
※太陽光0.3%、バイオマス40%、副生水素59.7%由来

建設費（初期投資）

コージェネシステム（FC）原単位：200千円/kW（2030年を想
定）
冷熱源機器原単位：70千円/RT （各冷熱源機器で同価格）
蒸気ボイラ原単位：800千円/（t/h）
配管設備原単位：2千円/m2 （個別）
電気設備原単位：40千円/kW（個別）、100千円/kW（地冷）
地域導管建設費（地冷）原単位：3,600千円/t（冷水導管工事
費、700A）、4,000千円（蒸気導管、300A）、30千円/m2（土木
工事費）

投資償却費 建設費合計に対し、15年、年率4.0%で年間経費を算出
電気・ガス料金 電気：16円/kWh、都市ガス50円/Nm3、水素40円/Nm3

維持費、メンテナンス
設備維持費原単位：建設費の3.5%、FCメンテナンス費：2.5円
/kWh

人件費
冷熱源機器システム管理6,000千円/人（システム毎に2名）
FCシステム管理6,000千円/人（システム毎に1名）
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業務地のシミュレーション結果を表４に示す。個別（地冷なし）の場合は、FC 導入

により、1 次エネルギー削減率 25%、CO2 削減率 46%が得られる。地冷・FC 導入では、

1 次エネルギー削減率 27%、CO2 削減率で 48%となった。コスト削減効果については、

個別（地冷なし）の場合は、FC 導入における CO2 削減コストは約 28 千円であるのに

対し、地冷・FC 導入による CO2 削減コストは、19 千円となった。表に示していない

が、燃料電池を純水素型 PEFC とした場合も、地冷・FC 導入有利の傾向は変わらな

かった。純水素型 PEFC 導入時の CO2 削減コストは個別（地冷なし）が約 29～36 千

円であるのに対して、地冷を考慮した場合には、18～28 千円である。純水素型 SOFC
と比べて純水素型 PEFC はエネルギー効率が低下する。その理由は、冷熱需要を賄う

ため、PEFC の低温水を利用する単効用吸収型冷凍機を考えた場合、SOFC で用いる

二重効用吸収型冷凍機と比べて COP が 0.7 と低く、低温排熱の 30%を捨てているため

である。  
 以上のように、開発ツールを用いることにより、自治体、都市開発事業者等が都市

域の水素導入シナリオを検討するための基礎的情報として、都市域の建物、設備を入

力するとエネルギー消費やコストなどを試算することができる。  
 
６ おわりに 

水素パイプラインの敷設に当たっては水素エネルギー事業の存在・誕生を前提とす

る。事業者の許認可は経済産業省の管轄であり、水素社会の実現には他省庁との連携

を含めた制度的な準備作業も求められる。  
本総プロでは、国土交通省が管轄する建築物等の関連法令と水素社会の接点を検討

することも研究目的の一つとし、建築基準法において水素配管を想定した技術基準の

表４ 業務地への水素導入による CO2 削減コスト（2030 年）  

 

5,578,5854,127,6996,002,9794,502,400年間費用

19.2027.7－CO2削減コスト[千円/tCO2]

56,085
47.5

5,135
4.3

54,163
45.9

－CO2削減量 [GJ]
/削減率 [%]

565,973
27.1

88,996
4.3

523,132
25.0

－1次エネルギー削減量 [GJ]
/削減率 [%]

エネルギー評価

経済性評価 （千円）

18,00018,000396,000396,000人件費

569,551255,031478,095210,133維持費・メンテナンス

3,686,5793,199,3104,059,3813,356,286電気・都市ガス・水素料金

1,304,455655,3581,069,503539,981投資償却費

14,503,6117,286,61111,891,2906,003,790建設費（初期投資）

61,964112,91463,886118,049CO2排出量 [tCO2]

1,525,1772,002,1541,568,0182,091,1501次エネルギー使用量 [GJ]

地冷・FC有地冷・FC無個別・FC有個別・FC無評価項目

5,578,5854,127,6996,002,9794,502,400年間費用

19.2027.7－CO2削減コスト[千円/tCO2]

56,085
47.5

5,135
4.3

54,163
45.9

－CO2削減量 [GJ]
/削減率 [%]

565,973
27.1

88,996
4.3

523,132
25.0

－1次エネルギー削減量 [GJ]
/削減率 [%]

エネルギー評価

経済性評価 （千円）

18,00018,000396,000396,000人件費

569,551255,031478,095210,133維持費・メンテナンス

3,686,5793,199,3104,059,3813,356,286電気・都市ガス・水素料金

1,304,455655,3581,069,503539,981投資償却費

14,503,6117,286,61111,891,2906,003,790建設費（初期投資）

61,964112,91463,886118,049CO2排出量 [tCO2]

1,525,1772,002,1541,568,0182,091,1501次エネルギー使用量 [GJ]

地冷・FC有地冷・FC無個別・FC有個別・FC無評価項目
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検討を行い、建物壁を貫通するガス管の設置条件、建物空間内のガス検知器の適切な

配置等に関する開発整備を実施したところである。将来的に都市域の水素パイプライ

ンが実際に敷設され、さらに建物に純水素型の燃料電池の導入、普及が進展すると、

省エネ基準、CASBEE や自治体の低炭素まちづくりなど国交省関連の各種施策に、本

総プロで取り組んだ水素等技術が反映されていくと考えられる。  
燃料電池はわが国の新産業創造に貢献し得るキーテクノロジーである。水素の安全

管理技術や環境・エネルギー評価手法などとあわせてパッケージ化することにより、

国際的な技術競争力の向上に資すると期待される。  
 
謝辞 本研究の実施に当たり、低炭素・水素エネルギー活用検討委員会の助言を得た。

有識者委員を以下に示す（敬称略）。  
委員長 柏木孝夫  
顧問  村上周三  
委員   秋澤淳、大谷英雄、坂本雄三、澤地孝男、松野秀生  

また、つくば市中央公園で実施したスマート水素ハウスのモデル実験では市関係者

に多大なご協力を得た。合わせて深謝する次第である。  
 
注記 委員会の活動報告は参考文献 4）、スマート水素ハウスのモデル実験は参考文献

5）を参照されたい。  
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