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1 

 

都庁舎の居ながら制振改修工事の 

円滑な推進に向けて 
 

篠田 裕樹1・鈴木 智嗣1・黒沢 謙人2 

 
1財務局 建築保全部 庁舎整備課 （〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号） 

2財務局 建築保全部 施設整備第二課 （〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号） 

 

 長周期地震動は地震に伴って発生する周期の長いゆっくりとした大きな揺れの地震動であり、特に超高

層建築物について構造安全性への影響が指摘されている。長周期地震動による大きな揺れに対しても都庁

舎の防災拠点としての機能を維持するため、東京都では平成26年度から平成32年度（予定）まで実施して

いる都庁舎の設備更新の機会に合わせて長周期地震動対策として制振装置の設置を進めている。一方、都

庁舎では常に庁舎としての行政機能等を維持する必要があるため、作業上の様々な制約に対処しながら、

居ながら制振改修工事を円滑に進めることが求められる。 

 

キーワード 長周期地震動、制振改修、オイルダンパー、居ながら工事 

 

 

1.  はじめに 

 

 東京都長期ビジョン1)では、「世界一の都市・東京」

の実現に向けた基本目標の一つとして「課題を解決し、

将来にわたる東京の持続的発展の実現」を掲げており、

東京が世界の範となる持続的発展が可能な都市に生まれ

変わるために、山積する諸課題の解決に取り組んでいく

としている。このうちの課題の一つである「災害への備

えにより被害を最小化する高度な防災都市の実現」のた

めの目標の一つとして、災害時に防災拠点として重要な

機能を担う都庁本庁舎の長周期地震動対策が挙げられて

いる。 

都庁本庁舎の諸元については表-1に示すとおりである。

都庁第一・第二本庁舎ともに高さ60mを越える超高層建

築物であり、竣工から20年以上が経過している。 

東京都では平成20年から超高層建築物への影響が指摘

される長周期地震動に対して様々な観点から検討を重ね、

取りまとめた結果として、平成23年5月に「都庁第一本

庁舎・第二本庁舎における長周期地震動対策への取組」
2)を公表した。そして、平成26年度からの都庁舎改修プ

ロジェクト3)において、都庁舎の設備更新工事（都庁舎

改修工事）に合わせて長周期地震動対策を実施している。 

 

2.  長周期地震動対策の概要について 

 

(1)   都庁舎の長周期地震動対策の検討概要 

 長周期地震動は平成15年9月に発生した十勝沖地震の

際に、震源から遠く約250km離れた苫小牧市内で起こっ

た石油タンク火災の原因として注目された。諸々の調査 

表-1 都庁本庁舎の諸元表 

 第一本庁舎 第二本庁舎 

竣工年 平成2(1990)年12月 

敷地 (m
2
) 14,349.80 14,030.29 

延床 (m
2
) 196,755.04 139,949.78 

高さ (m) 243.3 163.3 

階 数 
地上48階 

地下3階 

地上34階 

地下3階 

職員数 約5,300人 約5,100人 

容積率 1300(%) 1000(%) 
 

研究などによれば、超高層建築物についても長周期地震

動に対し、構造安全性を確保することが必要であると考

えられている。 

東京都では、都庁舎に対する長周期地震動の影響を把

握するための調査及びその対策の必要性について様々な

観点から検討を行ってきた。都庁舎への影響が最も大き

い東海・東南海の2連動地震を想定して作成した長周期

地震波入力時において、倒壊・崩壊や外壁の崩落の可能 

性はないものの、層間変形角においては基準値（1/100）

を上回る階が発生することが分かった。また、長時間の

繰返しの揺れにより、梁など一部構造部材で基準値を超

える損傷が生じる階が発生することが判明した。 

そこで、長周期地震動に対して「構造体の塑性化は許

容するものの、過大な変形は生じない（層間変形角

1/100以下、部材の塑性率４以下、主架構であるスーパ

ー柱・梁の局部座屈や梁端破断は発生しない）」ことを

判定指標として設定し、都庁舎を補強するため制振装置

を設置することとした。さらに建設時に取得している建

築基準法第20条第一号に基づく認定に係る性能評価を自

主的に受け、大臣認定を再取得することで、構造安全性

を有することを客観的にも確認している。  
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図-1 制振装置の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 第一本庁舎(左)・第二本庁舎(右)の 

制振装置の配置計画 

 

図-3 スーパー柱(左)・スーパー柱(右)  

 
図-4 制振装置の設置状況 

(2)  都庁舎の制振装置の概要 

 本工事で採用する制振装置には、長周期地震動の繰返

し変形に対して性能が安定し、中小地震にも応答低減効

果が期待できるオイルダンパーを用いている。地震や強

風による建物の揺れを建物躯体である大梁に設置した鉄

骨ブレースを介して、オイルダンパーで吸収する仕組み

となっている（図-1）。制振装置の配置計画として、図

-2に示すとおり、第一本庁舎・第二本庁舎ともにそれぞ

れ20フロアの執務室内の計155か所（第一本庁舎94か所、

第二本庁舎61か所）に設置することとした。 

都庁舎はスーパーストラクチャー構造を採用しており、

耐震性の高い構造となっている。これは厚さ最大80㎜の

鋼板を用いた箱型鉄骨柱４本をＫ型ブレースで結んだ

「スーパー柱」と、フロア上下の梁にブレースを設けて

1フロア分の高さをもつ「スーパー梁」により十分な強

度を有する構造である（図-3）。制振装置はこのスーパ

ーストラクチャー構造を構成するスーパー柱を繋ぐ大梁

に設置することが構造上最も効果が得られることが検証

の結果分かった。したがって配置計画上、執務室内に制

振装置が配置されることとなった。そのため、執務室内

に設置される上でのデザイン上の工夫として、色彩は室

内の仕上げと同系色とし、かつ見え掛かりとなるブレー

スなどの鉄骨部材は鋼管で構成することで、丸みを持た

せ圧迫感の少ないデザインとなるよう配慮した（図-4）。 

また、執務室内の見通しを確保する観点から、制振装

置を囲うカバーは装置の下半分のみをパネルで隠すタイ

プを基本形状とし、室内レイアウトに応じて装置の上半

分にもパネルを設置できるような仕組みとしている。こ

れにより、必要に応じて天井までの壁とすることで会議

室などの間仕切り壁とすることも可能であり、執務室の

用途に応じて対応可能となるよう配慮している。 

 

(3)  制振補強の効果 

制振装置補強前・後の地震応答解析による長周期地震

動発生時の最大層間変形角および最大応答変位分布の比

較結果を図-5に示す。制振装置の補強効果により、揺れ

の大きさが約2~3割程度抑制される。 

            

 

図-5 長周期地震動発生時の制振補強の効果 

（都庁第一本庁舎の場合） 
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3.  都庁舎の居ながら制振改修工事について 

 

 都庁舎改修工事は庁舎としての諸機能を維持しながら

約7年間という非常に長い期間にわたって行う工事とな

り、庁舎内では通常通り職員が執務を行い、かつ窓口に

も来庁者が訪れる状態である。ここでは、様々な制約に

対処しながら進めている施工現場での苦労や創意工夫点

について紹介する。 

 

(1)  鉄骨部材の分割搬入 

 制振装置１か所あたりの寸法は、全体で横幅約7.2m、

高さ約2.65m、奥行き0.6mであり、構成する鉄骨部材等

の総重量は約6tにもなる。鉄骨部材の荷下ろしには10ｔ

トラックが停車しアームクレーンで荷捌きができる程度

の広さが必要となるため、庁舎の正面エントランスから

搬入作業を行っている。正面エントランスには、開庁時

間帯には多くの来庁者の出入りがあり作業を実施するこ

とが困難であるため、鉄骨部材の搬入は土日休日や夜間

といった閉庁時間帯に限定して実施している。 

本工事は既存建築物の改修工事であり、エレベータ開

口などの搬入ルートが狭あいであることから、鉄骨部材

を制振装置の形として組み上げた状態で搬入することは

できない。そのため、鉄骨部材を施工フロアまで運搬で

きる寸法以下に分割する必要がある。分割しても鉄骨部

材は、一つの部材が最大で約1tもの重量物となるため、

運搬の際は搬入ルートとなる既存の床石やエレベータか

ご内等の各所に養生を施した上で慎重に作業を実施して

いる（図-6）。 

 

図-6 鉄骨部材搬入および各所養生 

 

特に鉄骨部材のエレベータへの搬入作業では、鉄骨ブ

レース寸法とエレベータ開口幅が同程度の寸法であるた

め、接触しないよう細心の注意を要する困難な作業であ

る。部材の中でも最大の長さである約3mの鉄骨ブレー

ス材のエレベータ内への搬入にあたっては、図-7のよう

に部材を斜めに吊り起さなければならないため、専用の

吊り治具を製作して作業に使用している。 

 

図-7 鉄骨ブレースのエレベータへの搬入作業 

 

(2)  鉄骨部材の建て方作業 

ここでは施工フロアまで搬入した鉄骨部材を設置箇所

で組み上げていく工程について説明する。１フロア単位

の全体工程中、制振装置の設置工程がクリティカルとな

っているため、定められた工程期間内で段取り良く進め

ていくことが重要となる。そのために鉄骨部材の建て方

に先立ち、設備工事との作業間調整を図り、干渉するフ

リーアクセスフロアや床下配線、天井内電気配線、スプ

リンクラー配管等を先行的に撤去することで、速やかに

制振装置の設置作業に着手できるようにしている。 

鉄骨部材の取付では、図-8のようにクランプで大梁に

取り付けたチェーンブロック等により鉄骨部材を吊り上

げながら所定の位置まで揚重している。その後、ＪＡＳ

Ｓ６鉄骨工事（建築工事標準仕様書・同解説 一般社団

法人日本建築学会）に準拠して建て方精度を正確に管理

しながら、取付位置を微調整して鉄骨を組み上げていき、

仮溶接で固定している。 

 

図-8 鉄骨部材の組み上げ過程 

 

専用吊り治具 
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(3)  庁舎内での現場溶接作業 

 上記のとおり、鉄骨部材を分割して搬入し、一つずつ

組み上げていくため、現場での溶接作業が必要となる。

都庁舎は基本的に屋内での裸火厳禁を徹底していること

から、現場溶接にあたっては以下のような対策を取りな

がら安全に工事を進めている。 

a) 火気作業の区画化 

 溶接作業を行う箇所は仮設の鋼板パネルや防炎シート

等で区画されたエリア内で実施することで、溶接火花の

飛散やヒュームガスの拡散などの他作業への影響を最小

限に抑えている（図-9）。エリア内でも、可燃物の除去

や火気養生、消火器の設置、残火確認、火気監視人の配

置などの火気対策を徹底している。 

b) 下階での火気監視・火気養生 

 鉄骨部材の下階の既存大梁への溶接は、既存の床スラ

ブを部分的にはつり出し大梁を現した状態で作業を行う。

このため溶接火花や粉じんが直下階の執務室に落ちる可

能性があるので、安全を確認するため図-10のように直

下階の天井ボードを部分的に撤去し、天井裏が確認でき

る状態とした上で常時監視することとしている。さらに、

万が一、溶接作業時の火花等が落下した時のために、下

部の什器等を防炎シートにより養生している。 

溶接作業はスラグはつり除去時に騒音が発生するため、

閉庁時間帯である夜間を中心に作業を実施している。な

お業務に支障のないように、職員の執務時間帯は撤去し

た天井ボードをその都度仮復旧している。 

c) 溶接作業時の排煙対策 

 溶接作業では火気以外の留意事項として溶接時に生じ

るヒュームガスの処理が挙げられる。都庁舎は外壁面に

は開閉できる窓がなく、排気口の数や箇所も限られてい

る。そのため、区画されたエリアのヒュームガスを適切

に処理するため、各区画ごとに排気ダクトを設置して、

既存の空調機械室やトイレのガラリ等を利用して屋外へ

排気している。 

 

(4)  鉄骨工事における品質管理 

 現場溶接は作業環境や溶接姿勢の制約などの理由から、

工場溶接に比べて、品質確保のための管理対策が特に重

要である。そのため、本工事では以下のような対策をと

ることで、溶接部位の品質確保を実現している。 

a) 溶接技能者の技量付加試験 

 本工事では溶接技能者に対して、建築鉄骨溶接技術者

検定試験（AW検定）に準拠した技量付加試験を実施し

ている。本工事内の試験で用いる部材は、実際に現場溶

接で用いる部材厚を考慮して、通常のAW検定で用いる

19mmより厚い32mmの板厚としているため、より難度の

高い試験を課している。 

b) 溶接施工性試験 

 他にも、実際の鉄骨部材のディテールを再現し、所定 

 
図-9 区画内での現場溶接作業 

 

 

図-10 什器等の火気養生 

 

 

 

図-11 溶接施工性試験(上)と実際の溶接状況(下) 

天井ボード撤去 

什器等火気養生 
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の姿勢で溶接作業を再現し、実際に適切な溶接が出来て

いるかを外観検査や超音波探傷試験（UT）により確認

する溶接施工性試験も実施している（図-11）。 

c) 第三者専門機関による品質検査 

 現場溶接部位については、その全箇所数を第三者専門

試験機関による外観検査やUTを実施することで、その

品質が確実に確保されていることを確認している。 

 なお、検査の結果、不具合が発見された箇所について

は、突合せ溶接の食い違い仕口のずれの検査・補強マニ

ュアル（独立行政法人 建築研究所）に従って、補修を

実施することとしている。 

 

(5)  部分竣工時の耐震安全性の確認 

都庁舎改修工事は執務室フロア等の移転を繰り返しな

がら、長期間にわたって行う工事であり、移転計画に基

づき工事計画が立てられている。制振改修工事もこれに

合わせて進めるため、庁舎内で不規則的に制振装置が設

置されていく形となる。 

 そこで、制振装置の設置過程を大きく３つの状態に分

けて、各状態での地震応答解析を実施した。その結果、

各状態において応答低減効果を発揮していることを確認

でき、工事中の各段階で一定の耐震安全性が確保されて

いることが確認できた。 

 

(6)  オイルダンパーの本締め時期の検討 

 オイルダンパーは制振改修が完了したフロアから順次

ボルトを本締めし、効かせていく状態とすることを原則

としている。しかし、前述のとおり庁舎内で不規則的に

制振装置が設置されていく形となるため、工事工程の都

合により、制振装置設置階の直下階の大梁の補強が未施

工の状態が長く続く箇所が発生する。 

 制振装置には地震時に大きな減衰力が生じ、既存の大

梁との接続部にその反力が生じる。そのため、制振装置

位置の上下の既存の大梁に対して補強を施している。し

かし、上記のとおり直下階の大梁の補強が未施工となる

箇所についてはオイルダンパーを効かせた状態とした場

合、地震時に既存の大梁を損傷させてしまう恐れがある。

そのため、このような箇所については高力ボルトを本締

めせずに仮置きした状態としておき、直下階の大梁の補

強が済んだのち、高力ボルトの本締めのために再入室し

作業を行うこととしている。 

 

4.  制振装置の維持管理計画について 

 

 オイルダンパーの維持管理については、メーカー推奨

の点検要領により、図-12に示すように「定期点検」と

「臨時点検」の段階に分けて考えている。 

「定期点検①」では建物管理者として年１回の外観目

視点検を実施し、オイルダンパーの傷や油漏れがないこ

とを確認する。 

「定期点検②」では保守専門会社による定期的な外観

目視点検も実施し、塗装面の剥離の有無、ロッドの傷・

発錆の有無、油漏れの有無、ダンパーの作動範囲に干渉

物が無いかなどの詳細な点検を行うこととしている。そ

の際、不具合がある場合にはそれぞれの不具合に応じて

適切な処置を実施する。 

「臨時点検」は地震・火災等による災害発生後にオイ

ルダンパーの機能上、支障がないことを確認するもので、

点検内容は保守専門会社による点検内容（定期点検②）

と同様である。さらに「臨時点検」にて異常が認められ

た場合には、その原因の把握と対応を検討するため「詳

細点検」を実施する計画としている。 

 制振改修工事で設置が完了したオイルダンパーは順次、

上記の計画に沿って、適切に維持管理されていく計画で

ある。 

 

図-12 制振装置の点検フロー図（例） 

 

 また、図-13に示すように、オイルダンパーの近傍の

パネルを取り外し式とすることで、点検のしやすさにも

配慮した設計としている。なお、点検時に支障とならな

いよう、点検用開口の手前に固定する什器等を置かない

ように、パネル面に注意喚起表示を掲示するとともに庁

内への周知を図っている。 

実施者 建物管理者
点検時期 竣工後，毎年実施
点検項目 外観状況
点検個数 全数
点検方法 目視
判定基準 傷や油漏れのなきこと

実施者 保守専門会社
点検時期 竣工後1，2，5，10年，以後10年毎に実施
点検項目 塗装面，ロッド，油漏れ，周辺環境
点検個数 全数
点検方法 目視
判定基準 塗装の剥離，傷・発錆，油滴下，障害物等のないこと

実施者 保守専門会社

点検時期
震度５弱以上の地震・平均風速30[m/s]以上の強風・火
災等による災害発生後または重大な変状・破損の発見時

点検項目 定期点検②に順ずる
点検個数 全数

実施者 保守専門会社
点検時期 定期点検あるいは臨時点検で異常が認められた場合
点検項目 異常の内容により別途原因と対応を検討

定期点検①

定期点検②

臨時点検

詳細点検

定期点検

臨時点検（詳細点検）
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図-13 オイルダンパー点検用パネル 

 

5.  既存の超高層建築物における長周期地震動 

対策の普及・啓発について 

 

本改修工事は長周期地震動対策に先駆的に取組むこと

を通じて、まだ先行事例の少ない既存の超高層建築物に

おける長周期地震動対策の普及・啓発を図ることを目的

の一つとしている。 

 

(1)  制振装置の『見える化』について 

一部の施工箇所では図-14のように制振装置を囲って

いるカバーを腰高程度のガラスにすることで、内部のオ

イルダンパー等の制振装置の機構を全面的に「見える化」

させる計画である。これにより、一般来庁者をはじめ、

打合せや申請等に訪れた他の工事業者等に対しても、都

庁舎の長周期地震動対策をより目に留まりやすいように

工夫することで、既存の超高層建築物等の長周期地震動

対策の普及・啓発に役立てていく。 

 

図-14 制振装置架構の「見える化」イメージ 

 

(2)  外部視察・研修等について 

 本工事では様々な外部機関からの視察・見学を受け入

れてきている。都庁舎の長周期地震動対策に対する検討

については、超高層建築物の構造や地震工学を専門とす

る学識経験者で構成される委員会で実施しており、当該

委員会の学識経験者による施工状況の確認会を実施した。 

また、庁舎の長周期地震動対策を検討している他自治

体や、トルコやインドネシアをはじめとした海外からの

視察も行われた。今後も、こうした類似の工事を検討す

る団体等の見学を積極的に受け入れることによって、都

庁舎の長周期地震動対策について広く普及・啓発に努め

ていく。 

 

6.  おわりに 

 

平成28年6月24日に国土交通省より「超高層建築物等

における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動

への対策について」4)（技術的助言）が地方公共団体等

の関係団体あてに通知がなされた。この中では、平成29

年4月1日以降に超高層建築物等を新築する際には、南海

トラフ巨大地震の長周期地震動を考慮した設計用地震動

による検討を義務化している。一方、既存の超高層建築

物等については、対象地震による建設地の長周期地震動

の大きさが、設計時に用いた地震動を上回る場合には、

自主的な検証や必要に応じた補強等の措置を講じること

が望ましいとされている。なお都庁舎においては、関東

圏で示されたスペクトルを満足した告示波での検討を行

っており、構造上問題ないことを確認している。 

また気象庁の観測情報の発表が平成25年に試行されて

以来、熊本県熊本地方を震央とする「平成28年(2016年)

熊本地震」で初めて長周期地震動階級の最上階級「階級

４」が観測されるなど、長周期地震動は近年さらに世間

の注目度を増してきている。 

上記の経緯等からも、今後、既存の超高層建築物等の

長周期地震動対策がより一層求められてくることが想定

される。都庁舎での長周期地震動対策は、庁舎としての

機能を維持しながらの設備更新に伴う「居ながら制振改

修工事」であり、特有の作業上の制約に対処しつつ、安

全を確保しながら工事を進めるものである。本工事が今

後の既存の超高層建築物等の長周期地震動対策のモデル

ケースとして参考になれば幸いである。 

東京都では、こうした国の動向等に注視しつつ、引き

続き、都庁舎の居ながら制振改修工事の円滑な推進に向

けて取り組んでいく。 
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地震と津波の重畳時における 
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 東北地方太平洋沖地震津波では，地震と津波で多くの防護施設が被災した．その多くは，津

波が原因であると考えられ，津波越流に対する被害メカニズムが研究され，防波堤に対しては，

腹付工を設置し津波被害を軽減させる対策が提案されている．一方で，地震発生後は数多くの

余震が観測されている．そのため，津波来襲時にも余震が発生していることも考えられる．そ

のため，地震と津波の重畳時において，腹付工に与える影響と腹付工の効果を検討した． 
 

キーワード 地震 津波 防波堤 腹付工 

 

 

1.  はじめに 

 東北地方太平洋沖地震津波においては，地震と津波に

よって，多くの防護施設が被災した．地震では，最大

2933galの揺れを計測した地点もあったが，その原因の多

くは，津波越流時によるものと推定されている．この経

験を踏まえて，東北地方太平洋沖地震の後では，津波越

流による被害のメカニズムが研究され，今日では防波堤

に対しては，腹付工を設置し，越流に対する抵抗力を上

げ，津波被害を低減する対策が行われている1)． 

一方で，2011年3月11日14時46分に発生した東北地方

太平洋沖地震直後には，数多くの余震や誘発地震が発生

している．津波到達時にも地震による揺れが確認されて

おり，構造物が地震と津波の重畳現象によって被災した

可能性も考えられる．そこで，本研究においては，地震

と津波の重畳現象を水理模型実験で再現し，津波対策と

して実施されている腹付工への影響と効果について検討

することを目的とした． 

 

2.  地震と津波の重畳について 

明治以降，日本国内においては,東北地方太平洋沖地

震津波以外にも,津波を伴った地震によって,数多くの被

害が発生している．そのうち,3つの事例を抽出し,代表

的な地点について,地震と津波の重畳の有無について確

認を行った．確認方法は,津波の到達時間と最大水位の

時間を過去の資料で確認し,その間に発生した地震につ

いて,気象庁の震度データベースで検索し,重畳現象の有

無について確認を行った． 

1例目は1983年5月26日に秋田県沖で発生した日本海中

部地震(M7.7)の例である．深浦港では地震発生後7分程

度で津波の到達が確認され,1時間33分後に最大水位が確

認されている．その間に9回の余震の発生が確認でき,最

大震度は3を観測している．（図-1） 

2例目は1993年7月12日に北海道南西沖で発生した北海

道南西沖地震(M7.8)の例である．江差港では地震発生の

10分後に津波が到達し,48分後に最大水位が確認されて

いる．その間に8回の余震の発生が確認でき,最大震度は

3を観測している．また，江差港では最大水位観測とほ

ぼ同時刻に最大震度が確認できる． （図-2） 

 
図-1 日本海中部地震時の深浦港の余震発生状況 

津波到達時 

最大水位時 
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3例目は2011年3月11日に三陸沖で発生した東北地方太 

平洋沖地震(M9.0)の例である．第1波の山・谷の出現時

刻は地震発生後,釜石港では25分後,宮古港では27分後に

確認され,最大高さの波が釜石港で35分後，宮古港で40

分後に確認されている．また,最大高さの波が確認され

た時間とほぼ同時刻に,釜石港で震度1,宮古港で震度3の

地震の発生が確認されている．（図-3） 

検討した3つの地震の抽出箇所においては,津波到達時

（第1波の山・谷出現時刻）から最大水位（最大高さの

波）の間にも余震の発生が確認でき,場所によっては, 

最大水位（最大高さの波）とほぼ同時刻に余震が確認さ

れている．以上の事から,防波堤に対しても,地震と津波 

 

 

図-2 北海道南西沖地震時の江差港における余震状況 

 

（a）釜石港の余震状況 

 

（b）宮古港の余震状況 

図-3 東北地方太平洋沖地震における余震状況 

による影響が出ている可能性が考えられる． 

 

3.  水理模型実験概要 

(1) 実験断面 

実験は，大規模水路で行った．水路は長さ184m，幅

3.5m，高さ12mの水路で，造波機，還流装置，水中振動

台を備えた施設である．水中振動台は長さ12m，幅2.5m

で水路と同じ方向の１方向のみ加震が可能で，最大重量

は170tで980galの加震が可能である．還流装置は220kWの

軸流可動翼式ポンプが2台設置されている．性能は，最

大で20m3/sの流れを起こすことが可能である．この，還

流装置を用いて，防波堤の越流状態を再現し，越流が定

常状態になった後に加震を行った． 

実験断面は，外洋に面したK港の防波堤を参考に1/20

の縮尺で再現した．地盤は砂地盤とし，その上に5号砕

石によりマウンドを設置した．腹付工有りの断面につい

ては,マウンドと同じ5号砕石を用いて,腹付工を設置し

 

（a）水路全体 

 

（b）腹付なし  （c）腹付有り 

図-4 模型配置図   

 

       図-5 計測器配置図 

 

津波到達時 

第1波山・谷出現時刻 

第１波山・谷出現時刻 

最大水位時 

最大高さの波 

最大高さの波 
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た．防波堤模型は重量と重心位置の調整を行っている．

（図-4） 

 

(2) 計測機器 

 地震と津波の重畳現象における防波堤への影響を計測

するため，水位，流速，波圧，加速度，変位の計測を行

った．波高計(WG)は容量式波高計，流速計(V)は，水中

部は電磁流速計で，気中になる恐れがある箇所はプロペ

ラ流速計を用いた．模型周囲は加振時に模型と接触する

恐れがあるため，加振時に当たらない箇所に設置したが，

一部計測できていないものがあった．防波堤模型には，

前面，背面及び天端には波圧計(PG)，模型底面には間隙

水圧計(UG)を設置した．また，模型底面と天端からそれ

ぞれ10cmの位置に加速度計(AG)を設置した．模型の変

位については，模型天端部にターゲットを取り付け，レ

ーザー変位計を用いて天端付近の変位の確認を行った．

（図-5） 

 

 (3) 実験条件 

本実験においては，腹付工のない断面と腹付工を設置

した断面において,還流装置を用いて防波堤の越流状態

を再現し,定常状態を確認した後に加振を行った． 

 

4.  水理模型実験結果 

(1)  腹付け工の有無における波圧特性の違い 

 水位差は異なるが，100galで加震した腹付工なしと腹

付工有りの結果の時刻歴を比較し，腹付工の有無におけ

る波圧特性の違いの確認を行った．変位の時刻歴を図-6

に示す．水平変位の時刻歴波形をみると，加震２波目か

ら腹付工無しのケースは水平方向の残留変位が発生して

いるのに対し，腹付工が無いケースはほとんど発生して

いないことが分かる．その時点の，波圧計の波形を確認

すると，模型前面（PG3）については，大きな違いは無

く，模型背面（PG10）については水平変位の影響で，

わずかながら波圧が増大しているものと考えられ，水平

変位の直接的な原因では無い．模型底面の波圧（沖側よ

りPG13，PG14，PG15）の時刻歴を確認すると，加震時

における波圧増大分が腹付工無しのケースでは，腹付工

有りのケースと比べてPG13で3.41倍，PG14で1.51倍，

PG15で1.03倍であった．（図-7）これは，鉛直変位の時

刻歴より，腹付工無しのケースは越流時にわずかながら

模型前面が浮き上がっていることが原因では無いかと考

えられる．この結果より，腹付工無しのケースにおいて

は，越流によって模型上面が押され，わずかながら模型

前面が浮き上がった状態で，加震の影響を受けることに

より，模型に水平変位が生じたものと考えられる．対し

て，腹付工有りのケースにおいては，越流時の模型前面

の浮き上がりを抑えることにより，加震時における模型

底面にかかる波圧を低減し，水平変位を抑制できたもの

と考える． 

 

(2)   腹付工の効果の算定 

腹付工の効果について，菊池らは，直線滑りを仮定し，

裏込めの受動抵抗力を求めている．そこで本研究におい

（a）前面波圧（PG3） 

（b）背面波圧（PG10） 

（c）底面波圧（PG13） 

（d）底面波圧（PG14） 

      （e）底面波圧（PG15） 

          図-7 時刻歴波形 

 

（a）鉛直変位 

 

（b）水平変位 

図-6 変位時刻歴 

Residual displacement

Residual displacement 
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ても，菊池ら（2011）の式(1)を用いて腹付工の抵抗力を

算定した．ここで，Rは裏込による水平抵抗力，Wsは滑

り線より上方の裏込め重量，θは滑り線の水平方向との

なす角度，φは裏込め材料の摩擦角，δは壁面摩擦角であ

る．本件等においては，通常の港湾構造物の設計で用い

られるδ=-15°を用いた．計算して得られた腹付工の抵抗

力は3.36kNであった．模型の抵抗力は7.78ｋNである．

腹付工の算定結果を用いて，加震前後における抵抗力を

検討した結果を図-8に示す． 

本実験においては，抵抗力は越流によって初期抵抗力

から6%～12％程度低下し，さらに加震時においては，

初期抵抗力から11％～17%低下することを確認した． 

 

(3)  腹付け工の有無における安全率の比較 

 腹付工の有無における安全率の比較を行った．結果を

図-9に示す．図の安全率については，加震前の越流状態

の最小となる安全率と加震中における最小の安全率を記

載している．また，腹付工有りのケースについては，腹

付工無しの結果と比較するため，時刻歴より抽出した安

全率も同時に記載している． 

越流時における安全率については，腹付工がある場合

とない場合で水位差が同程度の場合は，腹付工の抵抗力

の効果によって腹付工がある場合の方が安定度が増加し

ている．次に加震時の安全率については，腹付工がない

ケースは150galで加震した際は，最小滑動安全率1.39は

あるものの，0.07ｍの残留変位が確認された．これは，

越流時の変形による加震時の模型底面の波圧増加が原因

であると考えられる． 

 一方，腹付工有りのケースは加震前の越流状態で，概

ね最小滑動安全率1.25，最小転倒安全率0.97であったが，

破壊が発生したケースは200galで加震したケースのみで

あった．破壊状況として，腹付工については越流もしく

は加震時の振動によって，腹付工天端の沈下が確認でき

た．そのため，今回の破壊については腹付工の機能が低

下したために，破壊に至ったと考えられる． 

 

5.  結論 

本検討では地震と津波の重畳現象について，以下の結

果を得た． 

・地震と津波の重畳現象については，過去の事例から

も影響がある可能性が考えられる． 

・腹付工の抵抗力を菊池ら（2011）の式より求めると，

加振前後で低下することが確認できた． 

・腹付工は，越流時の模型前面の浮き上がりを抑える

ことにより，加震時における模型底面にかかる波

圧を低減し，水平変位を抑制できたものと考えら

れる． 
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      図-8 加振前後における腹付工抵抗力 
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図-9 腹付工の有無による安全率の違い 
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被災検証による震度算定式の妥当性の評価 

－重力式岸壁を対象に－ 
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現行の港湾分野の設計基準「港湾の施設の技術上の基準・同解説」では，レベル 1 地震動に

対応する震度として，照査用震度が新たに導入された．震度法の枠組みで用いられるこの震度

は，従来の水平震度とは異なり，地震動の周波数や継続時間による構造物の変形への影響や許

容する構造物の変形量を考慮可能であるが，数値計算結果のみによって定式化されている． 

本研究では，重力式岸壁を対象として，数値解析結果のみにより定式化された照査用震度式

の妥当性を評価するために被災検証と呼ぶ方法を提案し，被災検証によってその他の震度算定

式の妥当性評価も行い，各種震度算定式間の妥当性の比較を行う． 

 

キーワード 被災検証，照査用震度，作用震度，限界震度，重力式岸壁 

 

 

1. 序論 

 

平成 19 年に発行された「港湾の施設の技術上の基

準・同解説」1)（以下，技術基準と呼称）では，レベル

1 地震動に対する耐震設計法の一環として，照査用震度

の算定式（以下，H19 基準照査用震度式と呼称）が新た

に導入された．当該式は震度法における水平地震外力の

評価に用いられるもので，当該式により算出された照査

用震度に構造物の重量を乗じることで，本来動的な作用

を静的な作用として置き換えた水平地震外力が得られる． 

照査用震度が技術基準に採用される以前に水平震度と

して用いられてきた設計震度は，全国を幾つかのブロッ

クに分けそれぞれの地域区分ごとに設定された地域別震

度に，構造物の設置地点の地盤種別ごとに設定された地

盤種別係数と用途，構造，規模などの構造物自体の特性

の観点から設定される重要度係数を乗じることで算出さ

れる．3 つの数値を乗じるだけで簡便に算出されるもの

であったが，地点ごとに異なる地震動の特性や構造物の

変形に寄与する地震動の周波数特性，地震動の継続時間

までは考慮されていなかった． 

その課題を解消すべく，H19 基準照査用震度式は，レ

ベル 1地震動に対する構造物の変形特性と構造物の設置

地点の地震動の周波数特性を考慮した上で定式化された．

当該式は，レベル 1地震動に対する構造物の変形量許容

値や，地震動の周波数特性や継続時間を考慮して補正し

た構造物の設置地点の地表面における地震動の加速度の

最大値から震度を求める式となっており，従来の設計震

度と同様，当該式により算出された震度を震度法の枠組

みの中で用いる 2)． 

よって，当該式により算出された照査用震度による設

計は，変形量許容値を通じて設計者が構造物の重要度に

応じてその変形量をある程度コントロール可能であるこ

とが期待でき，構造物の変形に寄与するレベル 1地震動

の周波数特性が反映されているという点で，従来の震度

法の枠組みを継承しつつ発展させたものとなっている．

しかし，当該式は 2次元有効応力有限要素法による数値

計算結果のみに基づいて定式化されたもので，当該式よ

り算出される震度に基づく設計計算と実構造物の既往地

震における実際の被害の有無とが対応するか否かの確認

はなされていない．  

本研究では，重力式岸壁の実構造物を対象に，既往地

震によりその構造物が実際に経験した地震動とその地震

動により構造物に生じた変位の実測値を基に，本研究に

おいて提案する被災検証という方法を用いて，H19 基準
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照査用震度式の妥当性の評価を行った．併せて，平成

19 年以前に耐震強化施設を対象に用いられていた野

田・上部らにより提案された震度算定式 3)（以下，野

田・上部式と呼称），2015 年に水産庁より提案された

水深-5.5m 未満の重力式岸壁を対象とした照査用震度式
4)（以下，水産庁照査用震度式と呼称）による被災検証

を通じて，それぞれの式で算出される震度の妥当性の比

較を行った． 

なお，実構造物の被害データを用いた震度算定式の検

証事例としては，野田・上部ら 3)による重力式岸壁を対

象とした検討が著名であるが，この検討と本検討との大

きな違いは，本検討では構造物が実際に経験した地震動

を推定する際にサイト特性を考慮しているという点であ

る． 

 

2. 被災検証による各種震度算定式の妥当性の評

価手法の提案 
 

2.1 被災検証の方法 

本研究において，H19基準照査用震度式を始め野田・

上部式や水産庁照査用震度式（以下，これら3つの式を

総称して震度算定式と呼称）の妥当性を評価するために，

以下に示す被災検証の方法を提案する． 

被災検証は主に 2 段階で構成される．1 段階目は個別

の構造物を対象としたものであり，実構造物に対し，既

往地震によりその構造物が実際に経験した地震動とそれ

により生じた変位の実測値を用いて，2 つの方法により

被災・無被災の判定（以下，被災判定と呼称）を行う．

1 つは設計計算上の被災判定（以下，手法①と呼称），

もう一つは実被害による被災判定（以下，手法②と呼称）

である．2 段階目は各構造形式を対象としたものであり，

個別の構造物の被災判定の結果を構造形式ごとに集め，

1 段階目で行った被災判定の全体の傾向により，震度算

定式の妥当性を評価する． 

 

(1) 個別の構造物を対象にした設計計算上の被災判定 

（第1段階の手法①） 

1 段階目における手法①では，作用震度と限界震度と

いう 2つの震度を導入し，その大小関係により被災判定

を行う． 

a) 作用震度 

作用震度とは，対象とする構造物が既往地震により実

際に経験した地震動を基に震度算定式により算出される

震度と定義する．具体的には，その構造物の設置地点の

地表面における地震動時刻歴を算出し，それを各震度算

定式に代入すれば作用震度が算出される． 

b) 限界震度 

限界震度は，対象とする実構造物に対し，まずどの破

壊モード（例えば，重力式岸壁では，滑動・転倒・支持

力破壊）も生じない大きさの水平外力を作用させ，そこ

からその外力の大きさを段階的に大きくしていった場合，

いずれかの破壊モードが初めて生じた時の水平外力を構

造物の重量で除したもの，即ち，耐力を作用で除した値

として定義した安全率がいずれかの破壊モードに対して

初めて 1.0未満になった時の震度として定義する． 

限界震度の値について，一部の構造物については文献

5)で整理されている限界震度の値を用い，それ以外の構

造物については本研究において新たに限界震度を算定し

た．各種構造形式の各破壊モードに対する性能照査式は，

文献 1)に基づく．実構造物は，平成 19 年の技術基準の

一つ前の基準となる平成 11 年の技術基準であれば安全

率，平成 19 年の技術基準であれば部分係数を用いて構

造物の安全の余裕を考慮して設計されているが，その安

全の余裕を考慮して設計された構造物に対しいずれかの

破壊モードが生じる際の震度を限界震度とするため，各

種設計用値を算出する際の部分係数，構造解析係数はい

ずれも 1.0とした．  

c) 作用震度，限界震度の比較 

被災判定において，作用震度が限界震度以上となる場

合は被災，それ以外の場合は無被災と判定する．またこ

の手法は，断面諸元が決まっていれば何れの震度も一意

的に定まるので，設計上の計算のみによって判定できる

ものとなっている． 

ここに，手法①による被災判定の定義をまとめる． 

 

 

(2) 個別の構造物を対象にした実被害による被災判定

（第1段階の手法②） 

1段階目における手法②においては，既往地震により

対象構造物が実際に経験した地震動により構造物に生じ

た変位の実測最大値と震度算定式中のパラメータである

変形量許容値の大小関係により被災判定を行う．被災判

定において，変位の実測最大値が変形量許容値以上とな

る場合は被災，それ以外の場合は無被災と判定する．ま

たこの手法は，実際の変位の計測値を用いなければ判定

できないものとなっている． 

ここに，手法②による被災判定の定義をまとめる． 

 

・手法①（設計計算上の被災判定）の定義

・作用震度 >  限界震度: 被災と判定
・作用震度≦ 限界震度: 無被災と判定

・手法②（実被害による被災判定）の定義

・天端残留水平変位の実測最大値 > Da: 被災と判定
・天端残留水平変位の実測最大値 ≦ Da: 無被災と判定
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(3) 手法①，②による第1段階の被災判定 

手法①，②による被災判定結果がいずれも被災あるい

は無被災となる場合，即ち合致する場合，その構造物に

ついては被災判定は良好であり，評価を「合致」とする．

手法①，②による被災判定結果が合致しない場合は，手

法②で被災と判定されたにもかかわらず手法①で無被災

と判定されたもの，手法②で無被災と判定されたにもか

かわらず手法①で被災と判定されたものの2種類がある． 

手法①で無被災，手法②で被災となったものは，設計

計算で求めた作用震度が限界震度より小さかったにもか

かわらず実被害の観点では被災していたことになるので，

作用震度を過小評価している可能性があるため，評価を

「危険」とする．一方，手法①で被災，手法②で無被災

となったものは，設計計算で求めた作用震度が限界震度

より大きかったにもかかわらず実被害の観点では被災し

ていなかったことになるので，作用震度を過大評価して

いる可能性があるため，評価を「安全」とする． 

 

(4) 構造種別ごとの被災判定（第2段階） 

2段階目の震度算定式の妥当性の評価については，合

致率，危険判定率，安全判定率という3つの指標を導入

し，それらの数値の大小により震度算定式の妥当性を評

価する．合致率は被災検証を行った同じ構造形式を有す

る構造物のうち，1段階目で被災判定結果が合致となっ

たもの，危険判定率は危険となったもの，安全判定率は

安全となったものの割合をそれぞれ表す． 

合致率は，第1段階の被災判定結果が合致となる場合

が多い程高くなるが，この値が高いと設計計算上の被災

判定結果が実被害の被災判定結果をうまく説明している

ということになるので，作用震度を算出する際に用いた

震度算定式が実際の被災の有無に対して高い説明力を有

すると言える．危険判定率は，第1段階の被災判定結果

が危険となる場合が多い程高くなるが，前述のとおり，

作用震度を過小評価している可能性があるため，作用震

度を算出する際に用いた震度算定式が実際の被災の有無

に対して説明力を持たないと言える．安全判定率は，第

1段階の被災判定結果が安全となる場合が多い程高くな

るが，この値が高いと，前述のとおり，作用震度を過大

評価している可能性があるため，危険判定率が高い時と

同様，震度算定式が実際の被災の有無に対して説明力を

持たないと言える． 

以上のとおり，危険判定率も安全判定率も高い場合は

被災検証における震度算定式の説明力が低いことに変わ

りはない．しかし，地震外力を過大評価するよりも過小

評価する方が構造物の安全性において危険側となるため，

安全判定率よりも危険判定率の方を重視する．従って，

合致率は高い程，かつ危険判定率は低い程被災判定は良

好であると言え，作用震度の算出の際に用いた震度算定

式は被災検証上妥当と言える． 

 

2.2 被災判定グラフの導入 

2.1 では被災検証における定量的な評価方法について

述べたが，本節では視覚的に被災判定結果を俯瞰し，震

度算定式の妥当性を評価するために被災判定グラフを導

入する． 

被災判定グラフとは，図-2.1 に示すとおり，縦軸に

限界震度を横軸に作用震度を取ったもので，作用震度 

＞限界震度となる右下の領域（灰色の領域），作用震度 

≦ 限界震度となる左上の領域（白色の領域）はそれぞ

れ，被災検証における 1段階目の手法①の被災，無被災

の被災判定結果に対応している．加えて，手法②による

被災判定の結果を，被災であれば▲，無被災であれば▽

のプロットのマーカーの種類で表現する．このグラフで

は，マーカーの座標により手法①による被災判定結果が，

マーカーの種類により手法②による被災判定結果が表さ

れるので，第 1段階の被災検証結果を視覚的に即座に判

断できるようになる． 

図-2.1 には，第 1 段階の被災判定結果の合致，危険，

安全の全 3種類のパターン全ての場合を例示してある．

a) 合致となっているものは，被災判定結果が手法①，②

のいずれにおいても被災となった場合のもので，手法①

の被災判定結果で被災を意味する灰色の領域に，手法②

の被災判定結果で被災を意味する▲のマーカーで描かれ

ている．b) 危険となっているものは，被災判定結果が手

法①で無被災，手法②で被災となった場合のもので，手

法①の被災判定結果で無被災を意味する白色の領域に，

手法②の被災判定結果で被災を意味する▲のマーカーで

描かれている．c) 安全となっているものは，被災判定結

果が手法①で被災，手法②で無被災となった場合のもの

で，手法①の被災判定結果で被災を意味する灰色の領域

に，手法②の被災判定結果で無被災を意味する▽のマー

カーで描かれている． 

 

 

図-2.1 被災判定グラフと第 1段階の被災検証結果 
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このように，個別の構造物について被災判定を実施し，

同一の構造形式を有する構造物を同じ被災判定グラフ上

にプロットすることで，グラフの全体の傾向によって，

その構造形式の震度算定式の妥当性を評価することがで

きる． 
 
3. H19基準照査用震度式による被災検証結果 

 

本章においては，作用震度の算出に以下の式で示され

る H19 基準照査用震度式 3）を用いた場合の被災検証結

果について述べる． 

 

 

0.55

1.78 0.04a c
h

r

D
k

D




 
  

  g
 (3.1) 

ここに 

 kh : 照査用震度の特性値 

 Da : 岸壁天端の変形量許容値 [cm] 

 Dr : 変形量許容値の基準値（= 10） [cm] 

 c : 補正を行った地表面における地盤加速度の最大

値 [Gal] 

 g : 重力加速度（= 981） [Gal] 

 

式（3.1）の基準変形量には，平成 19 年の技術基準 1)

に従い 10cm を使用し，作用震度には，上限値として

0.25，下限値として 0.05の制限を課した． 

 

3.1 被災検証に使用したデータ 

被災検証に必要なデータは，対象構造物の岸壁の壁高，

背後地盤の初期固有周期，海底面下の地盤の初期固有周

期などの断面諸元，既往地震によりその構造物が実際に

経験した地震動，その地震動により生じた構造物の法線

直角方向の天端の残留水平変位および天端の沈下量であ

る． 

検討対象の構造物として，実構造物のうち，既往地震

により実際に地震動を経験し，その被災状況について被

災報告書に記録が残されているもののうち，水深が-

7.5m～-14.6mの重力式岸壁41施設を対象にした．水深が-

7.5m以深のものを対象にしているのはH19基準照査用震

度式を定式化する際の数値計算上のモデル断面として-

7.5m以深のものを使用しているためである．また，水深

が-14.6m以浅のものを対象にしているのは，著者らが確

認した被災事例に関する記録の中に，それより深い水深

を有する岸壁に関するものが存在しなかったためである． 

地震動については，作用震度を算出するために対象構

造物の設置地点の地表面における加速度時刻歴が必要と

なる．構造物の設置地点に地震計が設置されていればそ

の記録を用いればよいが，必ずしも構造物の設置地点に

地震計が設置されているとは限らない．その場合，構造

物の設置地点の近隣に設置されている強震計（港湾地域

強震観測6)，防災科学技術研究所強震観測網［K-NET］7)

など）の記録を基に，構造物の設置地点及び強震計設置

地点のサイト増幅特性を考慮して，構造物の設置地点の

地表での時刻歴を算出した上で被災検証に使用した．こ

の手法については，團村らの研究8)に詳しい． 

震度法による設計では地盤に液状化が生じないことを

前提としているため，既往地震による地震動により液状

化が生じたことが被災報告書から読み取れる施設は検証

対象から除外している． 

 

3.2 重力式岸壁（水深-7.5m～-14.6m）の被災検証結果 

重力式岸壁（水深-7.5m～-14.6m）全41施設に対する変

形量許容値別の被災検証結果を，表-3.1および図-3.1に

示す．重力式岸壁では，変形量許容値を標準値の10cm

とした場合において，合致率が90.2%と非常に高くかつ

危険判定率が7.3%，安全判定率が2.4%と低くなり，式

(3.1)は妥当であると言える． 

 

表-3.1 H19基準照査用震度式に基づく重力式岸壁（水深-7.5m

～-14.6m）全 41施設の被災検証結果 

 

 

 

図-3.1 H19基準照査用震度式に基づく重力式岸壁（水深-7.5m

～-14.6m）全 41施設の変形量許容値別被災判定グラフ 

 

4. 野田・上部式による被災検証結果との比較 

 

本章では，3.2で示したH19基準照査用震度式による被

災検証結果の妥当性を評価するため，他の震度算定式に

unit: %  ( 施設数 )

D a  [cm] 10

合致率 90.2 (37)

危険判定率 7.3 (3)

安全判定率 2.4 (1)
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より算出した作用震度による被災検証結果との比較を行

う．比較に当たっては，平成19年以前に耐震強化岸壁の

設計震度算定に用いられていた野田らによる次式で表さ

れる震度算定式3)を用いる． 

 

 1

3

if 0 200

1
if 200

3

S
S

h

S
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k

 

 

  
 

   
 

g

g

 (4.1) 

ここに 

 kh : 水平震度の特性値 

 S : SMACフィルターによるフィルタリング後の地

表面における地盤加速度の最大値 [Gal] 

 g : 重力加速度（= 981）[Gal] 

 

また，本章で検討に用いた対象構造物並びに地震動は

第3章と全く同じものである． 

 

4.1 重力式岸壁（水深-7.5m～-14.6m）における被災検証

結果の比較 

重力式岸壁（水深-7.5m～-14.6m）全41施設に対する，

野田・上部式，H19基準照査用震度式による被災検証結

果の比較を，表-4.1および図-4.1に示す． 

合致率はH19基準照査用震度式の方が高く，かつ危険

判定率はH19基準照査用震度式の方が低くなったため，

H19基準照査用震度式は野田・上部式に比して妥当と評

価できる． 

図-4.1によると，作用震度は野田・上部式の方がH19

基準照査用震度式よりも全体的に大きな値となり，また

表-4.1によると，安全判定率も大きな値となっている．

これは，野田・上部式がもともと震度を安全側に評価す

ることを意図して提案されており，その結果平成19年以

前は耐震強化岸壁の震度を算出するために用いられてい

たのに対し，H19基準照査用震度式はレベル1地震動を

対象に震度を算出するために考案されたものだからであ

る．即ち，同じ地震動群を対象に野田・上部式とH19基

準照査用震度式で設計をすれば，全体に前者の方が建設

コストがかかると考えられる．それにも関わらず，危険

判定率については，H19基準照査用震度式の方が小さな

値となっており，しかも，合致率もH19基準照査用震度

式の方が大きな値となっている．従って，H19基準照査

用震度式は，より小さいコストで高い信頼性を実現して

いるという点で優れた震度算定式であると言える． 

 

表-4.1 各種震度算定式に基づく重力式岸壁（水深-7.5m～-

14.6m）全41施設の被災検証結果の比較 

 
 

 

 a) 野田・上部式 

 

 

 b) H19基準照査用震度式（重力式岸壁） 

図-4.1 重力式岸壁（水深-7.5m～-14.6m）全41施設を対象にし

た各種震度算定式に基づく被災検証結果の比較 

 

5. 浅い水深の構造物（水深-7.5m未満）を対象とし

た水産庁照査用震度式による被災検証結果との

比較 

 

H19基準照査用震度式は水深-7.5m以深のモデル断面を

対象にした数値計算により定式化されたものであるが，

浅い水深を対象とした照査用震度を算出するための式が

存在しない．このため，水深-7.5m未満の浅い水深の構

造物に対してもH19基準照査用震度式が適用されてきた

と考えられる．その一方で，近年水産庁より，水深-

unit: % (施設数)

野田・上部式
H19基準

照査用震度式

合致率 80.5 (33) 87.8 (35)

危険判定率 12.2 (5) 9.8 (3)

安全判定率 7.3 (3) 2.4 (3)
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2.1m～-5.1mの重力式岸壁のモデル断面を対象に数値計

算により定式化された照査用震度の算定式が公表されて

いる4)．この水産庁照査用震度式は，式(3.1)に示される」

H19基準照査用震度式1)と全く同じものである． 

ただし，cを算出する際に本章5.1(4)で述べるフィル

ターを用いるが，そのフィルターが水産庁照査用震度式

とH19基準照査用震度式とで異なるため，同じ構造物を

対象として照査用震度を計算しても，結果として異なる

照査用震度が算出される． 

第4章までは水深-7.5m～-14.6mの構造物全41施設を対

象に被災検証を行ってきたが，本章においては，水深-

7.5m未満の構造物全44施設を対象に，各種震度算定式に

よる被災検証結果の比較を行い，浅い水深の岸壁に対す

る震度算定式の妥当性を検証する． 

 

5.1 浅い水深の重力式岸壁（水深-7.5m未満）における被

災検証結果の比較 

重力式岸壁（水深-7.5m未満）全44施設に対し，H19基

準照査用震度式，水産庁照査用震度式による被災検証結

果間の比較を表-5.1および図-5.1に示す．なお，変形量

許容値は標準値である10cmとした． 

その結果，合致率についてはほぼ同等であるが，危険

判定率については，水産庁照査用震度式による値の方が

大幅に小さかったため，H19基準照査用震度式に比して

水産庁照査用震度式の方が妥当であると評価できる． 

 

表-5.1 手法②による各種震度算定式に基づく重力式岸壁（水

深-7.5m未満）全 44施設の被災検証結果の比較 

 
 

 

 a) 水産庁照査用震度式 

 

 b) H19基準照査用震度式（重力式岸壁） 

図-5.1 重力式岸壁（-7.5m未満）全44施設を対象にした各種震

度算定式に基づく被災検証結果の比較 
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図-1 調査エリア 

別紙－１ 

平成28年熊本地震における 
鉄筋コンクリート造建築物の被害 

 
 

中村 聡宏1・坂下 雅信1・田沼 毅彦1 
向井 智久1・諏訪田 晴彦2 

 
 

1国立研究開発法人 建築研究所 （〒305-0802 茨城県つくば市立原１） 

2国土交通省 国土技術政策総合研究所  （〒305-0802 茨城県つくば市立原１）. 

 

 本論文では、平成28年4月14日および4月16日に発生した、 大震度7を記録した平成28年熊本

地震における、鉄筋コンクリート造建築物の被害について報告し、被害要因を分析する。耐震

設計法が大幅に改定された1981年以降に設計された建築物では、倒壊・崩壊した事例は確認さ

れず、下階壁抜け構造等の特定層に変形が集中する構造物において大破した事例が確認された。

これらの被害は、兵庫県南部地震での被害と同様である。1981年以前に設計された建築物では、

倒壊・崩壊した事例が複数確認された。一方、耐震改修された建築物では、耐震改修により倒

壊・崩壊が防止された。 
 

キーワード 地震被害、鉄筋コンクリート造建築物、倒壊、大破、耐震改修 

 

 

1.  はじめに 

 平成28年4月14日21時26分に発生した、熊本県熊本地

方を震源とするマグニチュード(M)6.5の地震で、熊本県

上益城郡益城町で 大震度7を記録した1)。さらに、その

約28時間後の4月16日1時25分に、同地方でM7.3の地震が

発生し、上益城郡益城町および阿蘇郡西原村で震度7を

記録した1)。これらの一連の地震活動は平成28年熊本地

震と呼称されている。 

 この地震の発生を受け、国立研究開発法人建築研究所

（以下、建研）および国土交通省国土技術政策総合研究

所（以下、国総研）は、主として建築物の被害状況を把

握するため、4月14日の地震発生直後から14次にわたる

現地被害調査を実施した。これらの調査結果速報は、同

研究所の特設ＨＰをご参照いただきたい2)。 

 本稿では、主に鉄筋コンクリート造（RC造）建築物

の被害について報告する。鉄筋コンクリート造建築物の

被害調査は、図-1に示すように、震度7を経験した益城

町、西原村を中心に15市町村を対象として実施した。調

査にあたり、各自治体へのヒアリングや他機関の被害調

査情報の収集を行い、比較的被害程度の大きい建築物を

中心に調査を実施した。 

 構造設計法が大きく改定された1981年（昭和56年）を

基準として、1981年以降に設計された建築物および1981

年以前に設計された建築物の特徴的な被害を報告し、そ

の被害要因を分析する。また、1981年以前に設計され耐

震改修された建築物についても取り上げる。 

2. 鉄筋コンクリート造建築物の被害 

（1） 1981年以降に設計された建築物 

 1981 年以降に設計された建築物では、倒壊・崩壊に

至った被害事例は確認されなかった。一方で、下階壁抜

け（以下、ピロティ）構造や特定層に変形が集中する構

造を持つ建築物で、特定層への変形集中により大破と判

定されれる事例が確認された。ここでは、その概要を述

べる。 

a) 共同住宅Ａ 

 本建築物は、1998年に建設された4階建てのRC造共同
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写真-1 外観 

図-2 2階梁伏図および部材損傷度判定結果 

写真-2 1階柱柱頭部の被害 

図-3 構造計算におけるモデル化と崩壊型 

図-4 1階伏図および部材損傷度判定結果 

住宅である（写真-1）。平面形状は長方形であり、桁行

方向は北西-南東方向である。2階梁伏図を図-2に示す。

本建築物は、桁行方向10スパン、張間方向1スパンであ

り、桁行方向に対称な平面プランである。1階には、桁

行方向両端に壁厚220mmの連層耐力壁が、階段室直下

（Y4構面の北東側）に壁厚220mmの壁柱が複数枚配置

されている。それらの壁を除き、1階は純ピロティ構造

となっている。 スパンの短いX2-X3区間、X4-X5区間、

X7-X8区間およびX9-X10区間は桁行方向に梁はなく、ス

ラブのみで接続している。構造計算上は、これらの区間

は両端ピンの梁で接続するようにモデル化され、4本ま

たは6本の柱で構成するゾーニングがなされている。1階

の柱は断面が650×650mmである。主筋にはD22が用いら

れ、せん断補強筋はD13がおおよそ100mmピッチで配筋

されている。 

 1階柱は、主筋の座屈が多数見られ、一部の主筋は破

断していることも確認された(写真-2)。このような被害

は主に柱頭部で確認されたが、一部の柱では柱脚部でも

同様の被害が生じている。被災度区分判定基準3)に従い、

部材損傷度を判定した結果を図5に示す。部材損傷度の

判定結果に従い、被災度区分判定をしたところ、耐震性

能残存率R=21(%)となり、「大破」の判定となった。な

お、同団地内に同時期に建設された3階建てないし4階建

ての壁式RC造共同住宅15棟の外部からの調査では、構

造部材に対する被害は見られない。 

 当該建築物は、構造計算では1階の部分崩壊型で計画

されている。兵庫県南部地震において、ピロティ構造物

の部分崩壊による甚大な被害を受け、1997年版の構造規

定5)では、ピロティ構造の層崩壊を避けた設計方針が提

示された。本建築物はこれらの規定が提示される以前に

設計された建物であったため、ピロティ層の耐震性能が

不十分であり、今回のような被害に至ったと推察される。 

また、X1、X11構面の2階以上は開口付き壁（柱際に

部分スリットあり）であるが、純ラーメン架構としてモ

デル化されており、それ以外の構面では2階以上の壁

（戸境壁）は耐力壁としてモデル化されている（図-3）。

X1およびX11構面の部分スリット付き壁が水平力に抵抗

した場合、解析モデルに比べて当該構面の1階に作用す

るせん断力が大きくなり、変動軸力も顕著になることか

ら、柱主筋の座屈や破断が生じたものと考えられる。こ

のような壁のモデル化に起因する被害は、兵庫県南部地

震においても確認されており6)、997年版の構造規定5)に

おいて、部分スリットを有する壁のモデル化について言

及されている。 

b) 共同住宅B 

本建築物は、1985年に建設された4階建てRC造共同住

宅である。平面図（および部材損傷度判定結果）を図-4

に示す。北東面の階段室の壁を除き、1階は純ピロティ

構造となっている。1階の柱は断面が650×650mmである。

主筋にはD25が用いられ、せん断補強筋はD10がおおよ
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(a) X2-Y1柱 (b) X1-Y1柱  (c) X3-Y1柱 

写真-3 1階柱の被害 

写真-4 柱の損傷（X4-Y2柱） 

図-5 １階平面図 

写真-5 梁端部の損傷（X3-Y2柱に取りつく張間方向大梁） 

そ100mmピッチで配筋されている。 

代表的な被害状況を写真-3に示す。1階柱は、北側角

の階段室側から遠い構面の柱に被害が集中しており、ね

じれ挙動が生じていることが推察される。X2構面柱が

もっとも損傷度が高く、軸支持能力が明らかに低下して

いることが確認できる。X1構面の隅柱は、柱頭部から

やや接合部側に入った位置で曲げ破壊が生じている。

X3構面の柱は付着割裂破壊が生じている。 

被災度区分判定基準4)に従い、部材損傷度を判定した

結果を図-4に示す。部材損傷度の判定結果に従い、被災

度区分判定をしたところ、被害が比較的大きいNW－SE

方向（張間方向）で、耐震性能残存率R=37(%)となり、

「大破」の判定となった。 

1997年の建築物の構造規定5)において、ピロティ柱の

設計は柱上下端で曲げ降伏となるように計画し、その際

の軸力は崩壊形形成時のものを用いることが示されてい

る。本建築物においては、ピロティ柱が変形性能の劣る

脆性的な破壊（付着割裂破壊）が生じており、構造設計

において脆性的な破壊を防止するための保証設計が十分

ではなかった可能性がある。 

c) 共同住宅C 

本建築物は、1992年に建設された10階建てRC造共同

住宅である。1階は駐車場となっており、北側で10階建

ての別棟とエキスパンションジョイントで接続されてい

る。平面図を図-5に示す。1階柱の断面は950mm×950mm

で、主筋にはD25が用いられており、せん断補強筋は

D13がおよそ75mmピッチで配筋されていた。張間方向

の大梁は、桁行方向の大梁と比較して、せい、幅共に短

かった。張間方向の大梁の下端筋にはD25が用いられて

おり、せん断補強筋はD10がおよそ200mmピッチで配筋

されていた。 

1階の外周部には、壁厚150mmのRC壁が設けられてい

るが、それらの壁は柱際に沿って部分スリットが設けら

れている。したがって、張間方向に関しては、2階以上

には耐力壁が配置されているが、その直下の1階には耐

力壁がなく、柱だけで構成される純ピロティ構造として

設計された可能性がある。 

特徴的な被害写真を写真-4および写真-5に示す。X4-

Y2柱は中心高さ付近で、X5-Y1柱は脚部に損傷が集中し、

コンクリートが剥落すると共に主筋が座屈している(写

真-4)。また、X3-Y2柱では、柱自体の損傷は軽微である

ものの、X3-Y2柱の取りつく張間方向の大梁の端部で圧

壊し、下端筋が座屈している（写真-5）また、隅角部の

柱（X1-Y1柱）では、大梁が偏心して取り付いた柱梁接

合部で残留ひび割れ幅が2.0mmを超えるひび割れが確認

された。 

上階の桁行方向の共用廊下側の構面でも、1階と同様

に柱際に部分スリットが設けられていたが、特に2、3階

では、コンクリートの剥落を伴うような袖壁、腰壁、方

立壁の被害が見られた。また、柱の損傷度がⅤと判定さ

- 19 -



図-6 基準階略平面図および被災度区分判定対象範囲 

写真-6 方立壁の損傷 

図-7 部材損傷度判定結果 

写真-7 外観 

写真-8 渡り廊下の損傷 

被災度区分判定範囲 

れ、柱や大梁が大きな損傷を受けた張間方向のX3、X4

構面では、スパン中央付近で2階大梁に数センチ程度の

鉛直たわみが生じていることを確認している。 

被災度区分判定基準4)に従い、被害が も大きい1階に

ついて、部材損傷度の判定した結果を図-5に示す。被災

度区分判定をしたところ、桁行方向の耐震性能残存率は

R=35（%）、張間方向の耐震性能残存率はR=31（%）と

なり、いずれの方向についても「大破」の判定となった。 

d) 共同住宅D 

 本建築物は、10階建てSRC造共同住宅である。桁行方

向は8スパン、張間方向は 大3スパンで、平面形状はL

字形である。調査時点において、当該建築物は継続使用

されている様子であった。本調査では、被害の概要を把

握するとともに、被害が大きい5階の共用廊下側の構面

の一部を対象とした被災度区分判定を実施した。 

 桁行方向では、1～8階に渡って方立壁がせん断破壊し

ており、コンクリートの剥落や鉄筋の露出が見られた

（写真-6）。また、当該方立て壁は高さ方向に不規則に

配置されており、壁のアスペクト比は1から2程度となっ

ている。一方で、バルコニーが設けられた張間方向の外

側の構面では、方立壁を含めて、目立った損傷は確認で

きなかった。現地で実測した方立壁の厚みは180mmで、

D10の壁筋がおよそ150mmピッチで配筋されていた。構

造的な被害としては、各階の柱や梁、柱梁接合部で、曲

げひび割れやせん断ひび割れが見られたが、ひび割れ幅

は0.2mm以下のものが大部分を占めていた。 

 被災度区分判定基準4)に従い、被害が も大きい5階に

ついて、桁行方向の共用廊下側のおよそ5スパンについ

て、部材損傷度の判定を行った。6本の柱のうち、4本の

損傷度がⅠ、2本の損傷度がⅡ（大梁のせん断ひび割れ

の損傷を読み替えたもの）と判定され、当該箇所の耐震

性能残存率はR=88（%）、被災度は「小破」の判定とな

った。 

方立壁、袖壁に関しては、2015年改訂版の被災度区分

判定基準4)で新たに追加された非構造壁の被災度区分判

定を別々に実施した。ただし、非構造壁の被災度と、建

築物の性能や修復経費等の因子との関係は現時点で明確

ではなく、今後の課題として示されているため、本稿で

は参考値として扱うものとする。方立壁は今回調査した

8枚全ての損傷度がⅢを上回り、被災度を評価する際の

基準となるⅣ以上の損傷度となったものが全体の88%を

占めたため、非構造壁の被災度は「大破」と判定された。

一方、袖壁に関しては、今回調査した5枚全ての損傷度

がⅢ以下と判定されたため、非構造壁の被災度は「無被

害」となった。 

（2）耐震改修された建築物 

a) 庁舎E 

本建築物は、1980年に建設された3階建てのRC造庁舎

であり、外付けフレームによる耐震改修がなされている。

庁舎は2棟あり、渡り廊下で接続されている。庁舎1階床
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写真-10 外観 

写真-11 短スパン梁のせん断ひび割れ 

写真-12 局部破壊 

写真-13 ピロティ層の層崩壊 

面に設置された地震計では、4月14日の地震、4月16日の

地震ともに、震度7を記録している。 

4月16日の地震で、エレベータ棟の損傷、地盤変状の

悪化が確認され、渡り廊下部分の壁部材が大きく損傷し

たことを確認している。また、外付け架構と既存架構を

つなぐ短スパンの梁部材にわずかなせん断ひび割れを確

認している。建築物内部の被害は廊下についてはほとん

ど見られなかったものの、電算室内の什器や窓ガラスの

破損が確認されている。 

b) 庁舎F 

本建築物は、1968年に建設されたRC造３階建てであ

り、2010年に枠付き鉄骨ブレースによる耐震改修が施さ

れている。1998年に実施された耐震診断では、桁行方向

は耐震性能判定指標Is値が0.30～0.35、張間方向は0.54～

1.04となり、桁行方向は全層が、張間方向は1、2階が基

準値(Is=0.6)を満たさない結果となっている。耐震改修に

当たっては、強度・靭性型の枠付き鉄骨ブレース補強が

採用され、Is値は0.8前後まで改善されている。 

建築物内の耐力壁に損傷が生じており、外装材やコン

クリートが剥落している。また、張間方向における外周

柱と建築物外壁構面の間の梁にせん断ひび割れが発生し

ており、特に建築物北側において戸境壁（耐力壁）が設

けられた部分の短スパン梁のひび割れが顕著である(写

真-11)。被害の程度は、3階と1階が大きい。当該建築物

では、天井が崩落した3階の一部の部署を除き、大半の

部署で建築物内の業務を継続している。 

(3) 1981年以前に設計された建築物 

a) 庁舎G 

本建築物は、1965年に建設された。5階建てのRC造庁

舎である。平面形状は五角形の庁舎棟と長方形のコア棟

（階段室、エレベーター、トイレ）から構成される。前

者は主としてラーメン架構（上階ほど柱の断面が小さ

い）、後者は連層耐力壁架構である。 

2003年に実施された耐震診断では、Is値は0.20～0.43と

なり、3階が も低いIs値となっている。庁舎棟とコア

棟が45度に傾く複雑な平面形状をしており、スラブで接

続されていること、コア棟に耐力壁が集中していること

から、平面的なバランスを示すSD指標が0.62という低い

数値となっている。また、柱断面が小さく、配筋量も少

ないことが指摘され、耐震改修が必要であることが指摘

されている。 

当該建築物の庁舎棟は4、5階の内柱及び十字形柱梁接

合部の大破により局部崩壊している。また当該柱に接続

されている梁も大破し、庁舎棟2階柱脚部に損傷が確認

された。さらにコア棟の北構面の2階壁脚部で曲げ圧縮

破壊を起こし、一部は鉄筋座屈が生じている。庁舎棟と

コア棟とは厚さ110mmの床スラブで接続されているが、

その接続部には大きなひび割れが発生しており、それら

の一体性がどの程度確保されているかは不明である。 

南東南西いずれの4階柱梁接合部が大きく損傷してお

り、特に南西側4階中央柱両端部の被害が激しい。また

東側の4階梁に大きなせん断ひび割れが確認された。 
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b) 共同住宅H 

本建築物は、7階建てRC造共同住宅兼店舗である。県

道303号線に面しており平面形状はL字形であるが、エキ

スパンションジョイントによる分割は見られない。用途

は、1階が店舗、2階以上が住宅である。 

当該建築物は、南北軸の住棟が層崩壊しており、それ

に伴って東西軸の北東側の1階柱も大きく損傷している。

南北住棟の1階部分は主として駐車場として利用されて

おり、その階に耐力壁がないことが層崩壊の原因と考え

られる。なお、当該建築物の東側の裏手には墓地が広が

っており、半数以上の墓石が南北方向に転倒していた。 

 当該建築物周辺には、同様の規模・建設年の共同住宅

が2棟存在する。それらの建築物では、ピロティ柱にひ

び割れが確認されるものの、崩壊には至っていない。被

害が異なる要因としては、ピロティ層の壁の配置や平面

形状の影響が考えられる。 

 

3.  まとめ 

 本節では、平成28年熊本地震における鉄筋コンクリー

ト造建築物の被害の概要と特徴について報告した。 

 1981年以降に設計された建築物において、下階壁

抜け構造（ピロティ構造）部の柱が曲げ・せん

断・軸応力により損傷し、大破と判定された事例

が確認された。このような被害は兵庫県南部地震

でも確認されているものであるが、今後、建築物

の設計情報等から被害要因の詳細分析を行う必要

がある。 

 1981年以降に設計された建築物において、構造部

材、非構造壁やエキスパンションジョイントおよ

びその周辺部の損傷により、地震後の継続使用性

が阻害される事例が確認された。部位の損傷と地

震後の継続使用との関係性について詳細に分析す

る必要がある。 

 耐震改修された建築物において、建築物の損傷が

大きい事例が確認された。 

 1981年以前に設計された建築物において、柱や柱

梁接合部の大きな損傷により、建築物が倒壊また

は部分崩壊した事例が確認された。また、被災建

築物の周辺でほとんど被害の見られない多くの建

築物が確認されている。それらの建築物の被害が

少なかった要因についての分析を行うことが求め

られる。 
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「国土交通省ハザードマップポータルサイト」

を通じた防災情報の提供 
 

武藤 雅知1・本嶋 裕介1・小島 脩平1・山本 洋一2 
 

1国土地理院 応用地理部 防災地理課 （〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番） 

2国土地理院 応用地理部 （〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番） 
 

 災害から少しでも多くの命を守るためには，国民が災害リスクを正しく理解し，適切な避難

行動をとれるようにすることが重要であり，そのためにハザードマップなどの防災情報の利活

用は有効であると考えられる．その一助として国土地理院応用地理部では，国土交通省水管

理・国土保全局等と協力し，「国土交通省ハザードマップポータルサイト」を運用している． 
本報告では，国土交通省ハザードマップポータルサイトの概要と直近の改良内容，今後の課

題について報告を行う． 
 

キーワード ハザードマップ，災害リスク，防災情報，避難を促す緊急行動 
 

1.  はじめに 

 
 2015年 9 月に発生した「平成 27年 9 月関東・東北豪

雨」における洪水災害や 2016 年 4 月に発生した「平成

28 年（2016 年）熊本地震」における地震・土砂災害な

ど,各地において大規模な自然災害が毎年のように発生

している．大規模な災害が起こった際には，「想定外の

災害だった」と耳にすることも多いのが実情である．少

しでも防災対策不足や想定外による逃げ遅れを減らし，

自然災害から命を守るためには，国民が災害リスク情報

を容易に入手するとともに正しく理解し，適切に避難が

できるようにすることが重要である． 

各市区町村や国によって整備されているハザードマッ

プや各種災害想定情報には，その土地の想定浸水深や避

難所といった各種の防災情報が含まれている．これらの

情報を活用し，土地の災害リスクを理解できれば，一定

の災害を「想定内」のものとして心構えを持つことがで

きる．その上で適切な避難行動ができるようになれば，

想定外の状態で起こるよりも被害の軽減につながること

が期待される． 

上記を達成するため国土地理院は，国土交通省水管

理・国土保全局等と協力して，「国土交通省ハザードマ

ップポータルサイト（以下「ハザードマップポータル」

という．）」を 2007 年 4 月から運用している．また，

国土交通省が 2015 年 1 月に公表した「新たなステージ

に対応した防災・減災のあり方」1)や, 平成 27年 9月関

東・東北豪雨を受けて実施している「避難を促す緊急行

動」2)に基づき，国民が自身の住んでいる場所等の災害

リスクを理解し，自然災害に対する知識と心構えを持つ

ことができるウェブサイトとするための調査検討を行い，

その結果を踏まえて改良を行っている． 

2.  ハザードマップポータルの概要 

 
ハザードマップポータル（図-1）は，主に「わがまち

ハザードマップ」と「重ねるハザードマップ」の 2つに

よって構成されている． 

 

 
図-1  ハザードマップポータルのトップページ 

URL; http://disaportal.gsi.go.jp/ 
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(1)  わがまちハザードマップ（図-2） 
 全国の市区町村が作成した洪水，内水，高潮，津波，

土砂災害，火山の6種類のハザードマップを「地図」や

「災害種別」から検索することで，市区町村のハザード

マップのページへスムーズにアクセスし，各種ハザード

マップを閲覧することができる．また，想定される震度

被害や地盤被害（液状化），建物被害，火災被害などを

表したマップなども同様に閲覧できる． 
 
(2)    重ねるハザードマップ（図-3） 
 国土交通省が取りまとめている，洪水浸水想定区域，

津波浸水想定区域，土砂災害危険箇所，事前通行規制区

間，道路冠水想定箇所，大規模盛土造成地や，国土地理

院が作成している空中写真，都市圏活断層図や土地条件

図等多数の防災情報を，1つのウェブ地図上に重ねて表

示できる．（図-4）以下にその特長を示す．なお，③か

ら⑤の機能は2015年度の調査・改良業務によって検討さ

れ，2016年6月に実装された機能である． 
①所定の内容しか表示できない紙やPDFのハザードマッ

プと異なり，見たいデータを自由に選択してディスプ

レイ上に表示できる． 
 

 
図-2  わがまちハザードマップ 

（茨城県内の水害ハザードマップを地図から検索した例） 

 

 

図-3  重ねるハザードマップ 

②各市区町村によって作成されているハザードマップの

場合，市区町村内，もしくは管内の地区ごとに別ペー

ジで提供されていることも多いが，重ねるハザードマ

ップでは市区町村や地区の境界に関係なく，防災情報

をシームレスに表示させることが可能である．これに

より，市区町村域をまたぐ広域災害にも対処しやすい．

ただし，重ねるハザードマップは，各市区町村のハザ

ードマップをシームレスに接続したものではないので

注意されたい． 
③地図上に示された情報の内容を知るためには，従来で

は凡例と見比べる必要があったが，洪水浸水想定区域

や土砂災害警戒区域等についてはその場所をクリック

することで，情報がポップアップ表示され，凡例と見

比べることなくより簡単にその土地の防災に関する情

報を得られる（図-5）． 

 
 

 

図-4  重ねられる主な情報 
 

 

図-5  属性情報のポップアップ表示 
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④「リスクをまとめて調べる」機能（図-6）を用いると，

ある地点の数種の自然災害リスク（洪水によって想定

される浸水深，土砂災害の危険性，大規模盛土造成地，

治水地形分類図，明治期の低湿地）を一度にまとめて

検索できる．スマートフォン等のGNSSによる測位機

能を利用した「現在位置」による地点検索で，その場

の自然災害リスクが即時にわかる．その他にも住所や

地図上から検索することで，その場所の自然災害リス

クを容易に取得できる． 
⑤「地図機能」により作図や計測，印刷ができるので，

自分でカスタマイズしたハザードマップを簡単に作成

できる（図-7）．  
 
 

 
図-6  リスクをまとめて調べる機能 

 

 
図-7  カスタマイズしたハザードマップの例 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 活用例 

 

「重ねるハザードマップ」の活用方法を以下にいくつ

か紹介する． 
 

(1)  大雨を想定した例 
 図-8は「洪水浸水想定区域」，「土砂災害危険箇所」，

「事前通行規制区間」及び「道路冠水想定箇所」を重ね

合わせた地図である．大雨の際，浸水が予想される区域

とその深さや，土砂災害によって通行が寸断されるおそ

れがある道路，災害時に通行止めや冠水するおそれのあ

る道路が 1枚の地図上に表示されており，これらを避け

た災害リスクの小さい避難ルートを事前に検討できる． 
 
(2)  地震を想定した例 
図-9 は「都市圏活断層図」，「急傾斜地崩壊危険箇

所」及び「大規模盛土造成地」を重ね合わせた地図であ

る．内陸型地震を引き起こすといわれる活断層の位置と，

地震の際にがけ崩れや滑動崩落をもたらす可能性がある

場所が 1枚の地図上に表示され，これにより地震に関す

るリスクを把握し，建物の立地や耐震化の検討などに役

立てられる． 
 
 

 
図-8  大雨による災害を想定した例 

 

 
図-9  地震による災害を想定した例 
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4. まとめと今後の課題 

 

今回の改良で，「リスクをまとめて調べる」機能の追

加や，スマートフォン等のGNSSによる測位機能を用い

て，現在地を取得する機能を追加したことにより，任意

の場所，特に現在地においてどのような災害が起こる可

能性があるのか容易に知ることができるサイトとなった．

それに加え，防災情報コンテンツの充実と整理，使いや

すさの向上などの改良を行ったことによって，国民が防

災情報を入手しやすい状態を提供できた． 

しかし，「防災情報の入手」にとどまらず，「災害リ

スクを理解」するところまで導かなければ，災害時にお

ける国民の適切な避難行動には結びつかない． 

 例えば「リスクをまとめて調べる機能」は，その土地

の様々な自然災害リスクを提示するが，「扇状地」や

「氾濫平野」といった専門用語が含まれ，ここから災害

リスクを正確に読み取ることができる人は多くない．こ

の課題を解決し，より多くの国民に災害リスクを理解し

てもらうには，様々な方法が考えられる．解決策の1つ
として，専門用語の解説を挿入することにより，体系的

に土地の災害リスクが判断可能になる．そのほか，ハザ

ードマップが示す推定被害範囲を三次元表示できれば，

災害リスクを容易に理解することが可能になる．このよ

うに「防災情報の入手」から「災害リスクの理解」に至

るプロセスを強化することが，今後早急に解決すべき課

題であると考える（図-10）． 

 

国民が正しく災害リスクを認識し，適切な避難行動を

とって命を守ることができるよう，今後もハザードマッ

プポータルサイトの改良を行っていく． 

 

 

 

図-10  災害から国民の命を守るためのプロセス 
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氾濫危険箇所の監視体制の効率化について 

～簡易水位計を用いた一括監視・報告システム～ 
 

 

 
土田 元気1・宮川 祐司2 

 
1関東地方整備局 甲府河川国道事務所 調査第一課 （〒400-8578 山梨県甲府市緑が丘1-10-1） 

2関東地方整備局 下館河川事務所 工務課 （〒308-0841 茨城県筑西市二木成1753）  

 

 出水時，基準水位観測所で氾濫危険水位を超えた場合，氾濫危険箇所の水位は水防活動や避難に資する

情報として非常に重要であり，常に把握し情報発信することが有効である．一方，富士川水系は氾濫危険

箇所数が多く，限られた人員で氾濫危険箇所の水位把握・報告は困難である．そこで，氾濫危険箇所への

設置が容易な簡易水位計及び水位データの収集・整理・公開・報告様式作成を支援するシステムを開発し

た．システム開発に当たりクラウドシステムを活用したため，事務所内の既存システムへの影響を最小限

に抑えたほか，当事務所のみならず，他事務所及び自治体での利活用も可能なシステム環境を構築するこ

とができた． 

 

キーワード 氾濫危険箇所，簡易水位計，クラウドシステム，様式作成 

 

 

1． はじめに 

河川の出水時における対応で要となる水位概況につい

ては，従来より基準水位観測所の水位を基に監視を行っ

てきた．しかしながら，各基準水位観測所の受け持ち区

間は長大で，基準水位観測所の水位のみを以て個々の氾

濫ブロックに対する河川状況をそれぞれ個別に把握する

ことは困難である．また，基準観測所が氾濫危険水位を

示しているときは，受け持ち区間で氾濫危険水位に達す

る恐れがあることを示しているに過ぎず，直ちに氾濫危

険箇所の実際の水位（実況水位）を示しているものでは

無い．そのため，2014年8月から，基準観測所で氾濫危

険水位に達した時点で，その基準観測所が受け持つ区間

に属する全ての氾濫危険箇所の実況水位（各氾濫危険箇

所における堤防天端と水面との実測比高差）を本局へ毎

正時報告することとなった（水管理・国土保全局河川環

境課長，平成26年8月6日付け事務連絡）． 

ところが，富士川では報告対象となる氾濫危険箇所が

74箇所と多数存在する上，既存の水位計やＣＣＴＶカメ

ラによる監視ができていない箇所も多数あった．さらに，

人員が限られていることから，現地での直接観測や観測

情報の整理に時間を要する．そのため，氾濫危険水位に

達する基準水位観測所が受け持つ区間の全ての氾濫危険

箇所水位を毎正時遅延無く報告することが困難となるこ

とが危惧された． 

一方，富士川の特性として，急流かつ土砂流出が多く，

出水による河床変動等が生じることから，氾濫危険箇所

の位置も出水のたびに変化することが考えられる． 

前述の背景から，氾濫危険箇所の監視体制の効率化に

向けて，設置・移設が容易かつ安価な簡易水位計及び氾

濫危険箇所の実況水位を統括的に収集・整理し，速やか

な公表・報告を支援するシステムを開発した． 

 

 

2． 富士川の流域特性に対応したシステム要件 

(1) 富士川の概要 

富士川は，その源を山梨県と長野県境の鋸岳（標高

2,685ｍ）に発し，途中多くの支流を合わせながら山間

峡谷部を抜け，甲府盆地南端において笛吹川を合わせて

再び山間峡谷部に入り，静岡県富士市と静岡市の境にお

いて駿河湾に注ぐ，幹川流路延長128km，流域面積

3,990km2，平均河床勾配が1/240の急流河川で，礫河原を

呈している．また，流域の西側には日本列島を東西に分

断する大断層糸魚川～静岡構造線が走っていることから

流域は極めてもろい地質構造になっており，崩壊地が多

く，豪雨とともに崩壊土砂が河道に流出し，流れの緩や

かな所に堆積している． 

 

(2) 氾濫危険箇所の監視に係る課題 

富士川水系直轄管理区間の特徴と氾濫危険箇所の監視

に係る課題について記す． 
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a) 降雨・流出特性 

降雨・流出特性は，降雨のピークから出水のピークま

での時間が極めて短い．そのため，洪水対応においては

体制初期段階から短時間かつ多様な防災業務の遂行が求

められることとなるが，その一方で人員は限られている

ため，可能な限りの省力化が不可欠となる． 

b) 氾濫危険箇所 

富士川直轄管理区間における氾濫危険箇所は74箇所あ

り，これらを同時に監視する必要がある．特に，山間峡

谷部を蛇行しつつ流下する中流域においては山間の集落

が多く，氾濫ブロックが点在していることから，氾濫危

険箇所が多数存在する（写真- 1）． 

また，山間峡谷部においては，電源や通信のインフラ

に乏しく，従来の水位観測施設では設置が困難な場所が

多い． 

c) 土砂堆積・河床変動 

富士川流域が極めてもろい地質構造であることから，

河道への土砂流入により，土砂堆積や河床上昇が発生し

やすい．例えば，1982年8月洪水（整備計画流量規模）

では，釜無川の一部区間で約420万m3の土砂が堆積し，

平均約1m（最大約4m）の河床上昇が発生した．このよ

うに，出水前後において河道断面が変化することにより，

氾濫危険箇所の位置も出水前後で変化することが考えら

れる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) システムに求められる要件 

前述から，簡易水位計及びシステムに求められる要件

を整理する． 

a) 簡易水位計 

 氾濫危険箇所の位置変化へ柔軟に対応出来るもの 

 電源や通信に商用の有線設備を必要としないもの 

 多数の氾濫危険箇所に対応するため，安価に導入

出来るもの 

b) 水位監視・様式作成支援システム 

 氾濫危険箇所の監視・報告に当たって，全ての氾

濫危険箇所の水位を統括的に情報集約出来るもの 

 報告様式の作成等を自動で行い，省力化を図るこ

とが出来るもの 

 多数の氾濫危険箇所の水位データを同時に処理し

ても，事務所内の既存システムへ負荷をかけない

もの 

 

 

3． 簡易水位計の開発 

氾濫危険箇所の水位を監視するために，電源や通信イ

ンフラがない場所にも設置が容易で安価な簡易水位計を

開発した（図- 1）．  

 

(1) 簡易水位計の構成 

氾濫危険箇所に設置する簡易水位計の構成を示す．通

常の水文観測に用いる従来の水位観測施設は，センサ，

局舎，テレメータ装置，パンザマスト等で構成される大

規模で高価な施設である．一方，簡易水位計の目的はあ

くまで「氾濫危険水位に達した氾濫危険箇所の監視」を

安価に実現することにあることから，中小洪水による氾

濫危険箇所の変化にも対応できるように，簡易水位計の

構成は極力簡素なものとした上で，市販の機器の組み合

わせにより構成した．以下に，機器の構成を記す． 

a) 水位センサ（水圧式センサ・保護管） 

現地に保護管（単管パイプ）のみで設置できる市販の

水圧式センサとする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真- 1 集落が点在する富士川中流域 

図- 1 簡易水位計の構成 
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b) 電源（ソーラー発電装置・バッテリ） 

商用電源からの配線や発電機への燃料補給の必要が無 

く，さらに発電機等に比べてコンパクトなソーラー発電

装置を主電源とする．また，ソーラー発電装置のバック

アップとしてバッテリを設置する． 

c) 通信機器（３G回線） 

通常の携帯電話網を活用し，携帯電話同様にSIMカー

ドの契約のみで導入できる３G回線とする． 

d) カメラ（WEBカメラ） 

インターネットを通じて閲覧可能なWEBカメラとす

る． 

e) 固定架台（物流用パレット） 

市販の物流用パレットを固定架台とする．  

f) その他 設置についての留意点 

水位センサの設置位置について，通常の水位観測所で

はセンサを低水路（澪筋）に固定する．しかしながら，

氾濫危険箇所の監視に当たっては，あくまで氾濫危険箇

所（堤防部分）の実測水位が必要なこと，氾濫危険水位

以上の水位が計測できれば良いことから，センサは氾濫

危険箇所近傍の堤防表法尻等に設置している． 

また，防犯措置として保安柵を必要に応じて設置する． 

 

 

4． 水位監視・様式作成支援システムの開発 

簡易水位計の観測値を表示するためのシステムを開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し，氾濫危険箇所の水位を監視できるようにした．また， 

氾濫危険水位に達した基準水位観測所が受け持つブロッ

ク全ての氾濫危険箇所水位を報告様式として自動出力す

る機能を構築した． 

さらに，観測データはインターネットで公開し，避難

勧告等を発令する自治体と情報共有が出来るようにした． 

 

(1) システム構成 

氾濫危険箇所の水位監視に当たっては，多数の簡易水

位計のデータを同時に処理する必要がある．しかしなが

ら，事務所内の既存システム（データサーバ等）の容量

には限りがあること，自治体等外部へのデータ公開に当

たりセキュリティ確保の必要があることから，簡易水位

計のデータサーバは外部のレンタルサーバを活用したク

ラウドシステム上に構築することとした． 

簡易水位計のデータは，まず，クラウド上に構成され

た「富士川水系情報提供システム」に格納・整理される

（図- 2）．さらに，所内イントラネット上に構築され

た「防災業務支援システム」へ必要な情報を読み込むこ

とで，各種様式が作成される（図- 3）． 

 

(2) 機能紹介 

a) 簡易水位計 観測データ表示機能（一般公開） 

簡易水位計の観測データを閲覧する機能（図- 4）．

ここでは，水位のみならず，近傍のCCTVカメラ映像を

合わせて表示することで，河川の概況を掴みやすくなる 

図- 2 簡易水位計 データの流れ 

図- 5 氾濫ブロック毎 クリアランス表示画面 

図- 4 簡易水位計データ表示画面 

水位表示 

位置図 

CCTV 

図- 3 「富士川水系情報提供システム」と「防災業務

支援システム」との関係 

富士川水系 
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よう工夫している． 

なお，この機能は「富士川水系情報提供システム」に

よりインターネット公開されており，自治体だけでなく

沿川住民が自ら氾濫危険箇所の状況を確認することが出

来る． 

b) 概況監視機能（事務所内） 

各氾濫ブロック毎に，簡易水位計（未設置の箇所は換

算水位）の水位を天端までの水位（クリアランス）によ

り色分け表示する機能（図- 5）． 

これにより，より危険な状態となっている氾濫ブロッ

クを一目で把握することが出来，河川巡視や首長へのホ

ットライン等に活用することが出来る． 

c) 氾濫危険箇所ランキング表示（事務所内） 

氾濫危険箇所の水位データを読み込むことにより，ラ

ンキング表を作成する機能．下記の項目により任意に並

べ替えることが出来る． 

 上下流 

 天端までの水位（クリアランス） 

 想定浸水戸数 

 簡易水位計の有無 

d) 危険箇所水位状況報告様式作成機能（事務所内） 

氾濫危険箇所様式を毎正時に自動作成・メール発出す

る機能（図- 6）．簡易水位計の設置済み箇所には簡易

水位計の実測値，未設置箇所には基準水位観測所の水位

を基にした換算水位を自動入力する．本局への報告に当

たっては，換算水位を実測水位に置き換えた上で，メー

ル発出する． 

 

 

5． 今後の予定 

現在のところ，簡易水位計は直轄河川管理区間の氾濫

危険箇所に33箇所設置済みである（2016年5月現在）．  

また，「富士川水系情報提供システム」は2015年12月18

日に一般公開を開始した． 

今後は，2016年度から導入された「危険箇所（越水）」

により，富士川水系においても新たな氾濫危険箇所が設

定されていることから，これらへの簡易水位計設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置を予定している．さらに，富士川の洪水氾濫時におけ

る浸水状況把握のため，堤内地側の支川や水路等への簡

易水位計設置を検討する． 

また，中期的には，洪水時において基準水位観測所に

加え簡易水位計のデータを基にした水面形を分析するこ

とにより，河床変動のモニタリングへ活用することも期

待できる． 

 

 

6． おわりに 

本論文では，氾濫危険箇所への設置が容易でリアルタ

イム監視が可能な簡易水位計の開発，氾濫危険箇所の水

位データ収集・整理・公開・報告様式作成を支援するシ

ステムの構築による，低コストでの監視体制強化及び省

力化の実現について報告した． 

また，システムをクラウド上で稼働することとしたこ

とにより，事務所内の既存システムへの影響を最小限に

抑えたほか，当事務所のみならず，他事務所及び自治体

での利活用も可能なシステム環境を構築した．これによ

り，2015年9月10日に発生した鬼怒川破堤災害において

復旧工事期間中の水位監視に活用された．さらには，自

治体において当システムの有効性への認識が広まりつつ

あり，今まで水位の観測体制がなかった支川に自治体自

らの負担で簡易水位計の設置を進めるようになってきて

いる． 

今後，本格的に本システムを活用した洪水対応を行う

中で，システムに必要な改善を継続的に実施することが

必要と考える．また，システムの安定性や簡易水位計の

耐久性の検証，夜間におけるWEBカメラの視認性の検

討，施設点検等の維持管理方法についても今後の課題で

ある． 

 

 

付録 
 

富士川水系情報提供システム 

http://kofu-river-bosai.ktr.mlit.go.jp/ 

図- 6 危険箇所水位状況報告様式作成画面 
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より一層の安全性向上を目指した橋梁補強事例の紹介 

－ 中央自動車道沢底川橋 － 
 
 

NEXCO中日本 田尻丈晴1・萩原幹2 
 

1八王子支社 松本保全・サービスセンター 更新工事担当課 （〒390-0852 長野県松本市島立1347） 

2八王子支社 松本保全・サービスセンター 更新工事担当課 （〒390-0852 長野県松本市島立1347） 

 

 本論文は，NEXCO中日本におけるリニューアルプロジェクトの一貫で実施された橋梁の補強

事例を紹介するものである．補強対策を実施するにあたり，事前に劣化事象を把握するための

「非破壊等の調査」及び「劣化要因分析」を行った．また，高速道路の長期保全及び更新のあ

り方に関する技術検討を踏まえ，より一層の安全性向上に着目した取り組みを紹介する． 
 

キーワード リニューアルプロジェクト，長期保全，安全性向上，橋梁補強  
 
 

1.  はじめに 

当該橋梁では，2015 年 9 月末から 11 月中旬にかけて

上り線を，2016年5月中旬から7月中旬にかけて下り線

を対面通行規制により橋梁補強工事（床版取替工事）を

実施した．橋梁形式は，中間支点部の床版上縁部引張応

力を補うため床版内に PC ケーブルを配置し曲げ上げる

構造を有した「連続合成Ｉ桁橋」であり，橋梁の経年劣

化に伴い，中間支点部における連続 PC ケーブルが損傷

し本体構造の安全性能の低下が確認されたため，PC 外

ケーブル補強により安全性の向上を図ったものである．

（図-1参照） 

本件は，国内でも稀な補強対策であり，補強設計検討，

構造物の非破壊検査（調査）及び対策工施工を通じて，

プレストレストコンクリート橋における「より一層の安

全性向上」に着目した取り組み状況について紹介するも

のである．また，撤去した既設床版を観察したところ，

特異な水平ひび割れの劣化が確認されていたため，損傷

原因の考察をあわせて行う． 

 

 

 
図-1  橋梁一般図 

 

 

2.  供用環境と劣化要因の把握 

 
(1)   供用の環境 
 中央自動車道の小淵沢IC～伊北IC間は，1981年（昭和

56年）に供用後，約35年経過しており，大型車交通の累

積荷重による影響や冬季の累積凍結防止剤による影響な

ど，供用環境の厳しい区間となっている.特に，凍結防

止剤量については，年間で約30ｔ／ｋｍ以上（累積約

1000ｔ／ｋｍ）と推測され，「高速道路資産の長期保全

及び更新のあり方に関する技術検討委員会（2014年1月）

委員長 東京大学 藤野教授」の報告書による「凍結防止

剤の影響（塩害）」の影響が懸念される路線に選定され

ている．（図-2参照） 

 

 

図-2 凍結防止剤の累積散布量 
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(2)   劣化要因の把握 
表-1は，2009年1月の点検により確認された劣化事象

（図-3）について，その要因を究明するための現地調査

及び非破壊検査の結果を整理したものである．なお，現

地調査及び非破壊検査の内容並びに劣化要因の推定は，

「中央自動車道PC橋補修・補強検討会（委員長 山梨大

学 檜貝教授）」の検討結果を踏まえ，整理している． 

 
表-1 現地調査結果の概要 

 

項目 検討結果等 

外観損傷 点検等により既に確認できている浮きの範

囲と非破壊検査である「赤外線撮影法」に

よる浮きの検知範囲とがほぼ一致 

塩分量調査 床版下面より深さ約 120ｍｍの位置にて最

大2.7㎏/m3 

中性化深さ 床版部で最大15ｍｍ 

表面硬度 48.8N/mm2（設計基準強度35N/mm2） 

ｸﾞﾗｳﾄ充填 床版連結ｹｰﾌ゙ ﾙで11本の未充填を確認 

 

 

図-3 既設コンクリート床版の損傷 

 

(3)   既設床版劣化状況 
図-4 は，既設床版に確認された「PC 鋼材」を繋ぐよ

うに発生している水平ひび割れの状況写真である．シー

ス部に見られた水平ひび割れについては特異な事例であ

り，その発生原因について分析を行った． 

 

 
図-4 既設床版に発生した水平ひび割れ 

 

 

 

a) 輪荷重による位置との関係性 

 桁間の床版厚が190㎜と薄く，輪荷重による影響が推

察されたが，図-5 に示す通り，大型車の輪荷重位置と

シース部のひび割れ位置との関係は一致しておらず，輪

荷重が直接の原因とは言えない．これは，輪荷重が載下

されない G3-G4 桁間や張出床版でも，シース部の水平ひ

び割れが見られることからも裏付けられる． 

 
図-5 既設コンクリート床版の劣化展開図 

 

b) 鉄筋の爆裂の位置との関係性 

PC 鋼材の場合と同様，鉄筋の爆裂による水平ひび割

れが確認されているが，当該水平ひび割れは上側鉄筋に

限定されており，シース部のような深層部まで及んでは

おらず，鉄筋の爆裂による水平ひび割れとシース部での

水平ひび割れは独立したものと考えられる． 

c) ASRとの関係性 

 伊北 IC 付近においては，他橋梁で ASR の報告がされ

ており，沢底川橋においても既設床版の一部から ASRと

思われる骨材周りの白い生成物が発見された．試料採取

の上，ゲルフルオレッセンス法による ASR簡易診断を行

ったが，図-6 に示す通り，当該ひび割れの原因になる

ような，顕著な反応を示さなかった． 

 

 
図-6 ASR簡易診断の結果 

 
d) 凍結との関係性 

 図-7 には，辰野観測局の昨シーズン厳冬期（2015 年

12 月から 2016 年 3 月末）の気温及び路温（橋面）のデ

ータを示す．辰野観測局では，当該期間中の最低気温は

-14.1℃，最低路温は-12.0℃であり，氷点下を記録した

合計日数は気温で100日，路温で88日であった． 
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図-7 昨シーズン厳冬期の気温・路温 

  

過去 2011年に実施した調査の結果から，上り線 P2の

G2-G3 桁間においてシース内部からの漏水，ケーブルの

腐食が確認されている．当該漏水箇所については，撤去

床板の調査結果からも，シース部の水平ひび割れが確認

されている．また，上下線ともに床版連結ケーブルは建

設当時からシース内のグラウトが不足していることが確

認された．さらに，過年度調査（2011年実施）ではシー

ス内の滞水も確認されている．これより，グラウト不足

であるシース内は，水が侵入し滞水しやすい環境であっ

たことが考えられる． 

よって，水が凍結して氷になった場合，体積は約 9％

膨張し，凍結膨張圧は約 100MPa となる．とりわけ，円

形シース内に水が充填された状態で水が凍結した場合，

図-8 に示すように凍結膨張圧に伴う引張応力がコンク

リートに発生し，コンクリートの引張強度以上に達する

とひび割れが生じることが考えられる．凍結膨張圧は，

円形の冷凍管を使用することで，実際に，コンクリート

構造物の破砕技術１）に活用されており，当該橋梁では

グラウト不足のシース内に雨水等の水が充填され，この

水が凍結膨張圧を発生させたことによって，水平ひび割

れの原因になったと推察できる． 

 

 
図-8 応力発生概念図 1） 

 

以上の損傷原因の考察のまとめとして，シース部に見

られた水平ひび割れについては，グラウト不足で空洞が

あるシース内に，雨水等が侵入し滞水した状態で凍結膨

張したことが最も有力な原因であると考えた．このとき，

輪荷重による影響，鉄筋の爆裂による影響，その他 ASR

による影響については，水平ひび割れ発生への寄与は小

さいものと考えた． 

 

3.  補強対策の計画及び工事の実施 

 

(1)  補強対策の検討 
 補強対策検討では，建設時の施工を加味した復元設計

を実施し，対策工法の選定を行った．また，詳細調査に

よる一次床版劣化状況や PC ケーブルグラウト充填状況

などを加味した結果，部分的な断面修復工などによる対

策工では長期安全性が確保できないと判断し，大規模な

補強対策工法による比較検討を実施した．その結果，補

強工法は外ケーブル工法とし，劣化の著しい一次床版の

全撤去再設置及び桁端部の主桁を含む劣化コンクリート

部分打換工を併用する施工方法を採用した．（表-2 参

照）なお，建設時の連続合成桁橋における一般的な施工

手順について，図-9に示す． 

 
表-2 補強工法の比較 

 

 外ｹー ﾌ゙ ﾙ工法 連続繊維補強工法 鋼板補強工法 

長所 ・実績が多い 

・補強対象が明確である 

・維持管理が容易 

・連続繊維が軽量であり施

工が容易 

・塩害環境に適している 

・比較的安価 

短所 ・定着体付近の応力ﾁｪｯｸ

が必要 

・PCｹー ﾌ゙ ﾙの防錆が必要 

・実績が少ない 

・中間支点上負曲げの補強

ができない 

・繊維でｺﾝｸﾘー ﾄの劣化が見

えなくなる 

・剥離の可能性がある 

・実績が少ない 

・中間支点上負曲げの補強

ができない 

・鋼材でｺﾝｸﾘー ﾄの劣化が見

えなくなる 

・剥離の可能性がある 

・鋼材の防錆が必要 

・施工が比較的煩雑 

工費 ○ △ ◎ 

判定 ◎ ○ △ 

 

 

図-9 連続合成桁の施工手順 
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(2)  補強工事の実施 

 当該補強工事の区間は，朝夕の時間交通量が約 2,000

台であり，車線規制に伴う渋滞が発生しお客様に対する

走行安全性及びサービスレベルの低下が懸念される．そ

こで，工事の実施に当たっては，施工期間の短縮を念頭

に入れた計画を立案した．また，交通安全性の観点から，

高速道路本線の規制帯から材料等搬入出を極力させない

施工計画とした.図-10に施工ステップを明記する． 

 

 

図-10 補強対策の全体施工手順 

 

 

 

4.  更なる安全性の追求 

 

(1)  PC外ケーブル補強の安全性検証 

PC 外ケーブル補強工法における更なる安全性の追求

として，構造系全体の応力状態のみならず，局部的な応

力集中に着目したＦＥＭ解析を実施した．ＦＥＭ解析で

は，既設 PC 桁への合理的なプレストレス配分を目的と

し，PC 外ケーブル定着部並びに偏向部の応力配分を念

頭に置いたメッシュ配置としている．また，応力メッシ

ュ図は，外ケーブル補強工で最も重要な部位である既設

PC 桁への定着突起部における荷重条件を把握し作成し

た.図-11は，定着部及び偏向部の橋軸方向応力図の結果

を示したものである． 

 

 

 
図-11 ＦＥＭ解析の結果 

 

解析の結果，当初設計検討で予定していた定着構造

（桁端部定着１突起）を定着構造（桁端部定着２突起）

に変更することで，合理的なプレストレス配分ができ，

更なる安全性（安定性）向上が図れた．なお，外ケーブ

ル工法における定着部及び偏向部の細部断面を図-12 示

す． 

 

 

 

図-12 PC上部工の補強構造図 

 

(2)  交通運用上の安全性向上 

供用中の高速道路におけるリニューアル工事の実施で

は，交通規制による渋滞が起因した事故発生に対し，情

報提供のあり方に着目した更なる安全性向上を実施して

いる．例えば，「Bluetooth を活用した渋滞情報提供」

（図-13 参照）では，リアルタイムで通過時間を提供す

ることで走行安全性及び信頼性（定時性の確保）向上が

実現できた．また，工事規制形態の工夫や事前に広域的

な工事ＰＲ活動を実施することにより，本線交通の円滑
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化や一般道への迂回効果が発揮され，結果，工事中にお

ける社会的影響の低減が図れた． 

 

 

図-13  Bluetoothを活用した渋滞情報提供の概念図 

 

 

 

5.  今後の課題 

 

 凍結防止剤の影響に伴う劣化因子（塩化物イオン）の

侵入に対しては，コンクリート断面の緻密化を図ること

が求められる一方，床版防水工のハイグレード化や止水

対策工，遮蔽性向上対策など，フェールセーフ的な発想

が求められる．また，建設時の懸案である「PC グラウ

ト充填」に対する課題も浮き彫りとなっている．そこで，

今後の課題として，PC グラウト再注入工法の確立が求

められると考えられる．財団法人プレストレストコンク

リート技術協会「コンクリート構造診断技術」及び「既

設ポストテンション橋の PC 鋼材調査および補修・補強

指針」では，PC グラウトの再注入工法が明記されてお

り，リニューアルプロジェクトの参考としていく． 

 図-14 に真空ポンプを用いたグラウト再注入工法の概

念図を示す． 

 

図-14  PCグラウトの再注入概念図 2） 

６.  まとめ 

 

リニューアルプロジェクトの展開及び円滑な推進には，

「高速道路資産の長期保全及び更新のあり方に関する技

術検討報告書」を参考に，リニューアルプロジェクト実

施に伴う課題に着目し，解決策を検討する必要がある．

表-3は，課題及び解決策の提案である． 

 
表-3 リニューアルプロジェクトの課題と解決策 

 

課題 解決策（案） 

社会的な理解を得る

ための説明責任 

必要な情報を正確かつ判りやすく広く社

会に説明していく 

⇒ 定期的に事業計画や進捗など情報を

発信する 

国，地方公共団体等

との連携 

工事渋滞などの影響を予め情報共有し連

携強化を図っていく 

⇒ 地域イベント（観光産業）の情報収

集を行い工事時期の調整を図る 

社会的影響への配慮 

工事渋滞や交通事故の影響を低減させる

方策を検討していく 

⇒ 広域的なＰＲ活動や安全啓発活動を

通じて渋滞緩和や走行安全性の構造を図

っていく 

円滑な事業推進 

事業実施の体制及び業務システム強化を

検討していく 

⇒ 人材確保，人材育成及び技術者評価

制度の確立を図っていく 

 

 また，今後ますます高齢化が進んでいく道路資産を合

理的かつ効率的に維持管理していくためには，構造物の

点検合理化を図り，メリハリのある補修・補強計画と立

案していく必要がある．そのためには，道路資産の長期

保全のあり方や道路資産アセットマネジメントの導入な

ど，国際的な知見を導入していく必要がある．また，建

設ストックの時代から維持補修の時代へシフトしていく

中において，より一層の技術知見やノウハウが必要であ

り，そのための技術伝承について検討していくことが求

められる．また，長期的な事業の検証では，定期的に方

向性を確認（チェック）し，事業効果のＰＤＣＡサイク

ル実践のための手法を検討していくことが必要である． 
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ダム防災情報のリアルタイム公表について 
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 ダム防災情報提供システムは,洪水調節の状況や下流基準点等での水位低減効果について,イン

ターネットを通じて,広く一般に分かりやすく情報提供を行うとともに,迅速かつ適切な防災情報

の公開を行うシステムとして2015年6月より運用を開始した. 
本論文は,システムの開発にあたっての留意点や,閲覧状況等を踏まえた評価分析及び更なる改

良について,ここにとりまとめ報告するものである. 
なお,本システムは,下流基準点における水位低減効果量をリアルタイムで公表する本邦初の取

り組みである. 
 

キーワード 洪水調節，リアルタイム，水位低減量，評価分析，改善  
 

 

1.  はじめに 

治水ダムは,洪水時に洪水の一部を貯め込み,下流河川

に流す水量を低減させ,下流河川の水位を低下させるこ

とにより,水害の防止・軽減に貢献している. 

しかし,洪水調節による水量の低減効果が分かりにく

いことから,ダムの放流により下流河川の水位が上昇し

た等の誤解による論調等も生じている. 

このため,誤解を招かないよう,ダムによる下流河川に

おける水位の低減量を分かりやすく,迅速かつ適切な防

災情報の公開を行うシステムとして,2015年6月よりリア

ルタイム公表を開始した. 

公開から１年を経て,システムの開発にあたっての留

意点や,閲覧状況等の公表結果を踏まえた,評価分析及び

更なる改良について,ここにとりまとめ報告する. 

 

2.  洪水調節効果公表の課題 

 (1)  ダム放流への誤解 

 近年,洪水調節を行ったダムは,速やかにダム流入量・

放流量等の情報の公表等を行ってきたが,ダム放流への

誤解による「浸水被害はダムの操作が原因」,「ダムの

放流により下流河川の水位が上昇した」等の批判報道や

Twitter等の発信が相次いでいる. 

 誤解の原因として,①ダムからの放流量が増えている

（流入量以上の放流をしていない）②ダムからの放流に

より下流河川水位が上昇した（ダムの水位低減効果が伝

わらない）③ダム放流により被害が発生・拡大した（異

常洪水時防災操作や後期放流への理解がない）等が考え

られ,ダムの洪水調節操作の正しい理解が必要である. 

(2)  システム開発の経緯 

 誤解を招かないためには,ダムの水位低減効果を速や

かに公表し,理解を得る必要があることから,平成25年度

より洪水調節中に公表する取り組みを実施してきた. 

公表にあたっては,ダムの流入量,放流量等の情報に加

え,下流河川の水位の低減量を洪水調節中に分かりやす

く公表することとし,必要なデータや様式等をあらかじ

め準備し対応した.しかし,資料作成から公表までには,タ

イムラグがあり,ダム管理者等が持つ防災情報を住民に

役立つように,迅速に情報提供を行っていくことが課題

となっていた. 

図１－記者発表事例 
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3.  ダム防災情報提供システムの構築 

 (1)  目 的 

２．の課題解決のため,ダムによる下流河川の水位の

低減量について,一般の方に分かりやすく,かつ,リアルタ

イムで公表するシステムの構築を行うこととした. 

構築にあたっては,ダム管理者等が持つ防災情報をよ

り住民に役立つ防災サイトとなるように配慮した. 

閲覧できる情報 

・洪水時のダム上流域の降雨状況 

・貯水位,流入量,放流量,調節量 

・ダム下流河川の水位低減効果量 

・ダムや下流河川に設置したカメラ映像 等 

 

(2)   情報提供地点の決定 

 ダムの洪水調節効果は,一般の方に分かりやすい表現

方法として,水位・流量の低下量で評価することとした. 

しかし,河道の貯留効果や支川合流により,特定のダム

の調節効果が水位低下量として明確に発現する区間は,

ダム直下流の一定区間に限られるため,洪水データの検

討及び主要洪水の抽出を行い,以下の項目を整理・検討

し,水系基準点や主要地点,水位観測地点などから情報提

供地点を決定した. 

・実績放流量による情報提供地点までの洪水到達時間 

・実績の洪水到達時間を考慮したダム調節による水位低

下の確認 

・水位低下量による情報提供地点としての適否・妥当性

の検討 

(3)   洪水到達時間の検討 

 ダム調節効果を評価するにあたっての洪水到達時間は, 

流量に応じた到達時間の変化をできるだけ適切に評価す

る方法として,システム内で不定流計算を行うなど逐一

演算する方法もあるが,以下の課題が大きい. 

・演算機能の導入によりシステムの規模が肥大化する. 

・対象河川の殆どが急流河川であり,洪水時は射流が

発生し,不定流計算の精度確保,安定稼働の面で懸念

が残る. 

このため,事前に不等流計算を実施し,流量と流速の相

関関係を求め,流速と流路延長をもとに流量と到達時間

の関係を導き出すこととし,実績洪水や一般的な到達時

間算定式（角屋式,クラーヘン式）と比較し妥当性を確

認した. 

 

(4)   洪水調節効果の縦断的な変化状況の検討 

情報提供地点におけるダム効果は,ダムによる洪水調

節量がそのまま基準点まで到達するものとして評価した. 

これは,洪水時の不定流特性について,三国川ダムを代

表ダムとして不定流計算を実施し,流量低減や到達時間

遅れの状況を算定して,洪水調節効果の伝播状況を評価

した結果,情報提供地点までの間に規模の大きい支川合

流が無い場合には,洪水調節量がそのまま情報提供地点

まで到達するものとして評価することにより概ね実態を

表現できると判断したものである. 

図２－水位低減量算定の考え方

 

 

(5) サイト構造・コンテンツデザイン等 

サイト構造は,ダム選択画面からダムを選択し,ダム調

節効果画面に遷移するという構造とし,ダム選択画面は

何れのダムが洪水体制に入っているかを判別できるコン

テンツとした. 

さらに,河川管理者や防災管理者がダムの運行状況を

確認する標準的な情報コンテンツ（ダム流域平均雨量ハ

イエトグラフ,放流量・流入量・貯水率）として,ダム調

節詳細画面を提供し,ダム調節効果画面から遷移できる

ようにした. 

また,各ダム管理所のホームページから直接状況を確

認しようとする利用者を想定し,各ダムの調節効果画面

はURL の直指定でも閲覧できるものとし,各ダム管理所

のホームページにダム選択後の詳細画面のリンクが配置

できるようにした. 

図３－システムのサイト構造 

 

 

a)閲覧方法 

 閲覧方法は,検索エンジンより「ダム防災」で検索

（http://www.hrr.mlit.go.jp/river/dam-bousai/）,また

は,国土交通省水管理・国土保全局の「ダム」及び北陸

地方整備局の「河川」及び各事務所のページのリンク先

から閲覧を可能とした. 
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b)トップページの構成 

 トップページは,背景地図の種類に国土地理院地

図,GoogleMap（道路・衛星・地形）から選択できるよう

にし,Cバンドレーダ雨量,対象河川,ダム集水域を重ね合

わせて表示した. 

 項目は上から「ダム諸量観測所名」,「全流入量  

(m³/s)」,「全放流量(m³/s)」,「貯水率(%)」となり,ダム諸

量観測所名をクリックすることで当該ダムの個別画面を

表示する. 

全流入量が洪水開始調節流量を超えているダムについ

ては,ダム名の左にランプの画像が表示され,情報提供を

行わない観測所については,「ダム諸量観測所名（調節

中）」と表示され,個別画面へのリンクはなくなるよう

にした. 

図４－トップページ（初期表示） 

 
 

c)ダム毎のページ構成 

ダム現況図を表示し,洪水が発生しているとき,「通常

操作中」の文字は「洪水調節中」に変化し,背景画像が

赤色になり,また,全流入量,全放流量の下部にある矢印は,

それぞれの流量に応じて大きさが変化するようにした. 

図５－個別ダム（洪水調節中） 

 

洪水調節時に「発生中の洪水におけるダムの効果」の

バナーが表示され,クリックすることでダム効果量画面

（発生中の洪水における最大限の低減量時）をポップア

ップで表示する. 

なお,各ダムごとに指定した期間の間に洪水が発生し

ている場合にのみこのリンクは表示される. 

図６－個別ダム（ダム効果量画面） 

※ポップアップ画面 

 

 

4.  ダム防災情報提供システムの運用・評価分析 

 (1)  アクセス数の推移 

 各月のアクセス推移は,公表を記者発表した2015年6月

は約半月13日間で約3,000ものアクセスがあったが,洪水

がなかった各月は約2,000アクセスで推移している. 

関東・東北豪雨のあった2015年9月には大川ダム（阿

賀川）が洪水調節を行ったこともあり,通常時の約2.5倍

の約5,000アクセスに増加している. 

 また,同月の日別の数値を見ると,一日平均92アクセス

の数値に対し,10日には1,159アクセスと10倍以上の数値

を示しており,洪水調節時における関心の高さが見て取

れる. 

 図７－月別アクセス数 

 
図８－2015年9月のアクセス数 

 

- 38 -



4 

 

(2)  ダムマニアからの評価 

 2015年6月17日に記者発表した翌日のTwitterにおいて,

ダムマニアの皆様より「ダム防災情報提供システムこれ

だよこれ！このシステムが欲しかったんだよ！！！全国

でやって欲しい！！！！！」やシステムの紹介等の情報

発信をいただき,また,ダムマニアの皆さんが運営するホ

ームページへのリンクやソーシャルブックマークへの登

録をいただいている. 

ダム防災情報提供システムは,ダムの水位低減効果量

をリアルタイムで公表する本邦初のシステムであり,関

心の高さが伺える. 

 
5.  ダム防災情報提供システムの改善 

 (1)  システムの更なる改善 

公開から約１年の出水期運用を経て,ダム概況図画面

等をより見やすく,正確に分かりやすくする改善を実施

した. 

トップ画面については,表示の状況がいつ更新したの

か分からないため現在時刻表示機能の追加,正確性を向

上させるためシステム全体の運用状況を示すことができ

るお知らせを表示する機能を追加,治水利水別の貯水状

況が分からないため,利水容量と治水容量のそれぞれに

対する貯水率を表示する改善を行った. 

図９－トップ画面の改善 

 

 

個別ダム画面については,治水利水の機能を明確にす

るため,ダムから放流している水量と発電取水量を分け

て表示する改善を行った.また,表示内容を分かりやすく

するため,ダム周辺地図の凡例追加として,地図上にレー

ダ雨量・集水域・河川の凡例を表示する改善を行った.

さらに,お知らせ機能の改善を行った. 

一洪水におけるダムの最大調節効果については,当初

のシステムでは,ダムがなかった場合の河川水位と実際

の河川水位それぞれの最高水位を基に表示していた. 

図10－個別ダム画面の改善 

 

改善後は,ダム地点の流入量が最大となった時の調節

量を基準に,その調節効果が情報提供地点に到達する時

刻の河川水位とその時刻にダムがなかった場合の河川水

位により表示することとし,支川等の影響を排除して,ダ

ムの調節効果をより的確に表現するものに変更した. 

 

6. 今後の課題と展望 

ダム管理者が「分かりやすく情報を発信する」という

テーマに取り組み,リアルタイム公表から約１年の出水

期の運用を経て,有識者,ダム管理の現場担当者や諸先輩

等からご意見をいただき,主に見やすさや正確性の向上,

維持メンテナンスの操作性等の改善を行った. 

昨年の関東・東北豪雨では,インターネット上でも鬼

怒川の４ダムの洪水調節に注目が集まったが,いまだに

ダム放流への誤解による誤った情報発信も散見された. 

誤った情報が発信されないように,ダムは洪水に対し

て「何をしたのか.」,「その効果は,どうだったのか.」,

「提供した防災情報をどう役立てていくのか.」をより

的確に表現していく必要がある. 

このため「分かりやすい情報の発信」として,求めら

れる情報を分析し,ハイドロ・ハイエトグラフの組み合

わせ,流域の水防警報や洪水予報文へのリンク,難解な用

語の説明,ダム諸元の追加等を検討していきたい. 

また,防災情報は,単独の情報ではなく,他情報との連

携により効果的な情報となることやリンクの拡大になる

ことから,全国の直轄ダム,補助ダム,利水ダム等との連

携した防災情報等への発展も考慮していきたい. 

今後とも,ダム管理者等が持つ防災情報をより流域住

民の皆様に役立つように地域防災への活用を考慮した防

災サイトとなることに配慮し,防災情報リンクの充実や

正確で見やすく分かりやすいシステム構築を心がけ,地

域の安心安全に貢献できるようにしてまいりたい. 

 

謝辞：本システムの設計,公開にあたりご指導ご助言を

いただいた関係者の皆様に感謝の意を表します. 
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御嶽山噴火に伴う対応及び水質に関する影響 
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1水資源機構愛知用水総合管理所 牧尾管理所(〒397-0101 長野県木曽郡木曽町三岳7696-1) 
 
 

御嶽山では，有史以来2度目となる大噴火が平成26年9月27日に発生した． 

前回噴火時(1979年)の経験から，牧尾ダムの貯水池水質は，長期にわたり噴火の影響を

受けることが予測されたため，愛知用水総合管理所として綿密な水質監視体制を構築し，

関係自治体やユーザーに水質情報を提供するとともに，下流河川に対し可能な限り水質影

響の軽減対策を講じることとした．この結果，現在までは特段の支障を来すことなく，ダ

ムからの利水補給を継続している． 

本稿では，こうした御嶽山噴火に伴う対応及び水質に関する影響について報告する． 

 

キーワード：牧尾ダム，御嶽山，水質調査，火山噴火，濁度，PH 

 
 

１． はじめに 

 

(1) 御嶽山の噴火 
 御嶽山では，有史以来2度目となる大噴火が平成26年9

月27日に発生した． 

愛知用水の水瓶である牧尾ダムは御嶽山より南東約10km

地点に位置し，主となる流入河川は王滝川である（図-

1）．この王滝川の支流として伝上川，濁川があり，源

流が御嶽山腹にあるため，発生した火山噴出物が河川内

に降り積もり，これらの河川を通して牧尾ダム貯水池へ

流れ込み，土砂堆積や，水質等に大きな影響を与えてい

る． 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1  牧尾ダム位置図及び流域図 

 

(2) 牧尾ダムの水運用 
牧尾ダムの水運用は，12月1日から翌年3月31日を目途

に発電利用により貯留水を全量使用し，4月1日から貯留

を開始し，5月以降は灌漑用水として使用するという特

殊な運用となっている（図-2）． 
下流への利水補給は，通常運用ではダム貯水池底層部

（EL.826m） に設置された関西電力発電放流設備を用

いて行っている．発電放流設備が使用出来ない場合は，

牧尾ダムのEL.827mに設置された利水放流設備から放流

を行うこととなっており，いずれの設備を使用しても，

常時，底層放流となることに特徴がある．このため，水

運用として貯水位が低下する冬期から春期にかけて，底

層に堆積している火山噴出物が再懸濁化して，放流水質

に悪影響を与えることが懸念された． 
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図-2  牧尾ダム貯水運用曲線 

 
(3) 水資源機構としての対応 
このような事態に対し，利水補給に影響を出さないた

めに以下の対応を適時的確に行った． 
a) 関係機関との情報共有・合意形成 

各関係機関による水質監視体制の構築及び合意形成の

場の設立 

貯

噴火位置

伝上川

2号貯砂ダム

凡例

：牧尾ダム流域

：流入河川

：噴火位置

濁川

牧尾ダム

王滝川
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b) 貯水池内の状況把握 

 水質監視体制の構築，水質調査，貯水位低下時の水質

予測及び堆積状況調査 
c) ダム放流による下流への影響軽減 

 汚濁防止設備の設置及び試験放流の実施 
d) 緊急対策工事 

 火山噴出物の貯水池内への流入軽減 
また，上記対応に伴い，水運用に関係して時系列順に4
つの想定される課題に対し，機構が所有している水質予

測モデル(JWAモデル)の改良を行った上で以下の検討を

行うことで，対策実施や運用に貢献した． 
本稿では，これらの対応策について報告する． 
 

表-1 牧尾ダムの濁水に係る課題とその対応の概要 
時期 内    容 

1 0～ 1 2月 ①  循環期における貯水池の濁りの長期化 

【課題】貯水池底層の濁水の巻き上りが懸念  
【観測】出水時観測，現地鉛直観測 
【実験】循環流動による巻き上げ影響実験 
【予測】循環期の濁りを予測（拡散等モデル改良） 

1 2 月 中 旬 ②  水位低下時における底部利水放流管の放流 

【課題】汚濁防止フェンスの設置効果，試験放流時予測 
【対応】汚濁防止フェンス：10mの設置 
【観測】現地高濁度水標高の把握，鉛直観測継続 
【実験】火山灰濁質流出実験，凝集沈殿剤試験 
【予測】汚濁防止フェンス効果，試験放流時予測 

1 月 ～ 3 月 
4 月 ～ 5 月 

③  水位低下時の貯水池の濁り  

【課題】どこまで水位を下げられるか 
【観測】出水時観測，現地観測実施  
【予測】水位低下毎の貯水池濁水予測（４ケース）  

5 月 ～

8 月 頃 
④  夏期出水時における放流濁水の長期化 

【課題】放流濁水の継続時間と水位との関係 
【観測】出水時観測，現地観測実施 
【予測】放流濁度のピークと継続時間と水位との関係 

 

２． 関係機関との情報共有・合意形成 

 
 御嶽山の噴火を受け，10月28日に各関係機関が連携・

協力し，水質監視体制や牧尾ダム貯水池の水質保全対策，

下流河川への影響緩和策等を検討するため，国土交通省

中部地方整備局，農林水産省東海農政局，経済産業省中

部経済産業局，長野県，愛知県，岐阜県，三重県，名古

屋市，関西電力，水資源機構中部支社をメンバーとする

「御嶽山噴火に伴う木曽川上流域水質保全対策検討会」

（以下「検討会」という）が設置された．この検討会に

より，御嶽山噴火に伴う牧尾ダム及び下流河川への影響

を把握するための水質監視体制の確認，影響を緩和する

ための対策，牧尾ダムの試験放流計画等，今後のダム運

用を含めた議論がなされるなど，関係者間の合意形成の

場となった． 
 

 

３． 水質調査 

 
(1) 水質監視体制の構築 
 火山噴火以降，牧尾ダム貯水池では噴出物が大量に流

入・堆積している状況が確認されている．（写真-1, 2） 
このような状況下において，貯水池水質及び放流水質へ

与える影響を把握するため，噴火の翌日より流入地点，

貯水池地点，放流地点において（図-3），pHと濁度を

中心に観測を開始し，関係機関への情報提供及びホーム

ページでの公表を行うこととした． 
 

 
写真-1  流入地点の火山噴出物堆積状況 

 
写真-2  ﾀﾞﾑｻｲﾄから上流6.4km地点の噴出物堆積状況 

 
図-3  水質観測箇所位置図 

 
(2) 水質観測結果 
a) 濁度と粒度分布 

 流入河川の濁度は，通常，出水時に高くなり流量が減

少すると濁度も低下するが，牧尾ダムでは，噴火直後の

放流地点 

流入地点 

貯水池地点 
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2014年9月末から約2か月間にわたって，流入量の大小に

かかわらず，数千度の高濁度水となっていた（図-4）．

12月以降になると，出水時の濁度は例年に比べるとやや

高い値を示すものの，平水時には数度～数十度まで低下

した． 
貯水池の濁度は，通常，数千度の濁水が長時間流入す

ると貯水池内全層が高濁度化するが，図-5に示すように

EL.827m～829mの貯水池底層付近のみで500度以上と

なっており，それよりも高位標高部は低い値となってい

た． 
また，通常，出水時に流入した高濁度の濁質は様々な

粒度分布で構成されているため，上流に粗い粒子，ダム

サイト付近に細かい粒子が堆積するが，牧尾ダムでは流

入地点と貯水池底層の濁質粒度分布を比較すると，概ね

同じ分布形状となっており分級が見られていない（図-6，

7）． 
これらの理由は，濁水塊が１つの高密度な塊となり密

度流として流入したため，貯水池内で拡散する濁質量が

少ないことに起因しているものと考えられる． 
一方，木曽川本川に位置する兼山地点の濁度は，噴火

直後の2014年9月末から約2週間にわたって，流入量の大

小にかかわらず，数百度の高濁度水となっていたが，そ

れ以降は例年とほぼ同様の値まで低下した（図-4）． 
 

 
図-4  噴火後における濁度の変化（2014.9～2015.6） 

（濁度1000以上は測定不可のため1000度で表示） 

 

 
図-5  ダム貯水池の濁度鉛直時系列図(2014.10～2015.7） 

 
 
 
 
 

 
図-6  流入濁質の粒度分布 

 

 
図-7  底層に滞留している濁質の粒度分布 

 
b) pH 

流入河川のpHは，濁度と同様に噴火直後の2014年9月
末から約2か月間にわたって，流入量の大小にかかわら

ずpH4～6の間で推移していたが，12月以降になると，

出水時のpHは例年に比べると低い値を示すものの平水

時にはpH6～7まで上昇した（図-8）． 
放流水のpHは，噴火直後の2014年9月末から約2か月

間にわたってpH5～6となっていたが，12月以降になる

と，出水時のpHは例年に比べると低い値を示すものの

平水時にはpH6～7まで上昇した． 
一方，兼山地点のpHは，出水時も含めて例年とほぼ

同様の値が継続しており，大きな変化が見られない． 
 

 
図-8  噴火後における濁度の変化（2014.9～2015.6） 

 

４． 水質予測モデルの改良 

 
(1) 予測モデル改良の必要性 
 牧尾ダムでは，火山噴出物の流入に伴い底層に高濁度

水が滞留していることが判明したため，貯水池の濁りの
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長期化予測および精度の高い放流濁度の予測が必要と

なった． 
水質調査の結果，高濁度水が流入しているにもかかわ

らず，貯水池内濁度は数十度に収まっているなど（図-

5），通常の貯水池では見られないような特殊な現象が

確認されていたため，水資源機構が所有している貯水池

水質予測モデル（JWAモデル）を用いて，牧尾ダム貯水

池で生じている濁水の挙動解析を実施した． 
 

(2) 流入負荷量（L-Q式）の修正 

流量が100m3/s以下の場合には表層の濁りへの影響が

少ないこと，及び，洪水後には速やかに低減が見られる

ことから，流入負荷量の修正及び同定を行った（図-9）． 
その結果，予測に用いた修正L-Q式は，実測から求めた

L-Q式の約1/10のSS比負荷量となった． 
 

 
図-9  予測に用いた修正L-Q式と実測L-Q式との関係 

 
(3) 再現結果 

修正L-Q式を使用した再現結果を，図-10に示す．修

正L-Q式を使用した場合は，平常時や出水時の貯水池の

濁り状況，及び，水位低下時の濁度上昇とその後の低減

状況が再現されている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-10  修正L-Q式を使用した濁度鉛直時系列図 

（2014.10～2015.9） 

 
 

５． 水質影響の軽減対策 

 

(1) ダム放流による下流への影響軽減 

 前述したように牧尾ダムから下流への利水補給は，通

常運用ではダム貯水池底層部（EL.826m） に設置され

た関西電力発電放流設備を用いて行っているが，2014年
度下半期にかけて発電放流設備が改修中であったため，

2015年3月までの放流はEL.827mに設置されている利水

放流設備（最大流量30m3/s）を使用した． 
この取水深は，牧尾ダム貯水池の最深部付近に堆積し

ている火山灰土とほぼ同じ標高であるため，取水による

流速で利水放流設備から下流へ流下することが懸念され

た．このような影響を軽減するため，利水放流設備の上

流側に沈下式の汚濁防止フェンスを設置した（図-11・

写真-3）． 
 

 
写真-3  沈下式汚濁防止フェンス 

 

 

図-11  沈下式汚濁防止フェンス概念図 

 

(2) 汚濁防止フェンスの効果 

 利水放流設備から放流される濁度の予測は，高濁度水

の現地状況を踏まえて，高濁度層と低濁度層が2層に分

類している状況を初期値とし，流動層厚を考慮して放流

濁度を算出した．その結果，汚濁防止フェンスを設置す

ると，放流初期は一時的に放流濁度が高くなるものの，

1～2時間程度で速やかに低減するという結果が得られた

ことから（図-12），「検討会」での了承を得て試験放

流を実施した． 
試験放流は，下流河川への影響を確認しながら，利水

放流設備からの放流を4m3/sから15m3/sまで徐々に増加
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させた．なお，利水放流設備からの放流は，放流初期に

高濁度になることが予測されていることから，余水吐

ゲートから貯水池表層の水を希釈水として放流すること

とした．結果は，図-12に示すように，放流初期は直下

流地点で最大900度となったが，時間とともに急速に低

下傾向を示しており，予測結果とほぼ同様となっていた．  

 1月から3月にかけての水位低下時において，出水によ

り高濁度の水が流入すると貯水池が高濁化することが予

測されるため，JWAモデルによる予測計算を実施した．

予測計算にあたっては，火山灰による流入濁水は大部分

が密度流として進入するため，流入負荷量（L-Q式）を

図-9に示すように設定した． また，汚濁防止フェンスの効果を算定するため汚濁防止

フェンスなしのケースで予測計算を実施した結果，約

1200度の放流濁度が長時間継続すると算出されたことか

ら，沈水式の汚濁防止フェンスは所定の効果を発揮した

ものと考えている． 
 

 

図-12  試験放流時の放流濁度（予測・実測） 

 
(3) 貯砂ダム堆積土砂撤去工事 

 噴火により降灰した火山噴出物は，出水の度に牧尾ダ

ム貯水池へ流入した（写真-1）．2014年10月に火山噴出

物の堆積状況を調査した結果，牧尾ダム有効貯水域内及

び死水域内に，それぞれ約24万m3，約43万m3の計算結

果となった．このような火山噴出物の流入は，今後も大

規模な出水が発生する度に発生し，特に冬期から春期の

水位低下時には貯水池全体が濁水化して下流への放流に

悪影響を及ぼすことが懸念されたため，貯水池への流入

を軽減することを目的として，2014年10月から2015年3
月にかけて約15000m3の堆積土砂撤去工事を行った（写

真-4）． 
また，関西電力では，貯水池底層に堆積した土砂が発

電放流設備から流出することを防ぐ目的で，EL.827m～

829mに角落しゲートを設置した． 
 

 
写真-4  火山噴出物撤去状況(平成27年2月4日) 

(4) 水位低下時の水質予測 

 予測計算は，3月末までに貯水池運用でどこまで水位

を下げられるのかを検討するため，低下水位を3ケース

（EL.846m，EL.855m，EL.863m）設定し放流SSの比較

計算を行った．その結果，洪水を迎えた時の貯水位が低

いほど放流SSのピークは高くなるが，その後の低減は早

くなり，貯水位が高いほど放流SSのピークは低くなるが

その後の低減は遅くなると予測された（図-13）．しか

し，試験放流の結果から，放流水が下流河川に及ぼす影

響はいずれのケースにおいても大きくないと判断される

ことから，「検討会」での了承を得て，発電取水で低下

する貯水位に対しては特段の制限を設定しないこととし

た． 
また，貯水位が最低となる2015年3月末前後の濁度鉛

直分布の予測結果は，図-10に示すように，貯水池内の

濁度は，4月初旬の洪水による影響で全層が数百度まで

上昇するが，その後数日で50度まで低下しており，実測

の濁度鉛直分布（図-5）とほぼ同様の結果となっている． 
 

 

 
図-13  水位低下時の放流濁度予測結果 

 

６．今後の課題 

 
 噴火後1年半を経過した現在において，流入水の濁度

は出水時にはやや高くなるものの平水時は安定している

ため，今後も大きな影響を及ぼす可能性は小さいものと

考えられる．しかし，流入水のpHは，出水時にはpH4程
度まで低下する場合があり，貯水池内，特に底層部の
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pHが低下して，出水時および出水後の放流水がpH4～5
程度になる場合がある． 

７． あとがき 

 このような場合，ダム下流，特に水道取水地点での影

響を軽減する観点から，上層からのゲート放流と下層か

らの放流を併用した放流や，他ダムからの希釈放流の検

討も行っている． 

 今回の噴火後における初期対応，貯水池への影響把握

が適切に行われたため，各関係機関との連絡・調整も滞

りなく行うことが出来た．また，火山灰による濁水の予

測についても，現地観測結果を反映した予測を行ったこ

とで精度の高い予測が可能となり，現地における各課題

への対応の検討及び実施に適時反映できた． 

このような低pHの放流は，1979年噴火時において5年
程度継続していることから（図-14），今後も長期にわ

たって継続すると予測されるため，長期的な視点でモニ

タリングを実施する必要がある．  噴火は自然災害であり，上流に位置する機構や他機関

のダムだけでなく，その下流の河川環境や河川水を利用

する利水者を含めて木曽川全体に亘って影響を及ぼすこ

ととなる．また過去の事例を参考にすると，噴火の影響

は今後5年から10年の間発生する可能性があると予測さ

れ，長期的な対応が必要と考えられる．このため，噴火

に伴って必要となるさまざまな対応については，ダム施

設の管理者のみならず，河川管理者や平常時において木

曽川によって利益を受けている関係者で公平に分担して

対応していくシステムを構築していく必要がある． 
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  今回の御嶽山の噴火対応は，近年多発する自然災害に

おける初期対応として貴重な経験となった．また，噴火

により得られた各種データは，火山噴出物がダム湖へ流

入するという特異な状況であるが，全国的にも貴重な

データが蓄積されていると考えられる．今後も継続して

観測と分析を行っていく所存である． 

図-14  昭和54年噴火時のpH観測結果 

 
また平成28年3月には，ダムの水位低下に伴い，貯水

池内底部に堆積した堆積物が流水に浸食されてダム堤体

近くに流れ込む状況も確認されており（写真-5），貯水

池内の濁度上昇，pH低下につながるとともに，取水工

付近の高濁度層が上昇した．今後もダム運用による貯水

位低下の度に，堆積物の浸食によって水質が悪化する傾

向が数年間継続するおそれがある．こうした堆積物の抜

本的な除去対策も今後の大きな課題となっている． 
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平成２８年熊本地震 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ被災状況調査班の記録 
 

 

高橋 玲仁 1・南竹 知己 1 

  

1九州地方整備局 企画部 情報通信技術課 （〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2丁目 10 番 7 号） 

 

 

平成２８年４月に発生した「平成２８年熊本地震」では震度７を２度観測し、熊本・大分地方を中心に 

未曾有の被害が発生した。この地震災害に対して、国土交通省ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ被災状況調査班は、衛星 

通信車等を派遣し情報収集に努めていたが、現地で再び発生した震度７の地震により機材及び隊員が被災し 

た。本発表はこれらの状況下で活動を実施した隊員の行動を時系列に整理し、そこから得られた知見ついて 

とりまとめたものである。また、今回の災害で活用した無人航空機（ドローン）についても報告する。 

 

キーワード 熊本地震・災害対応,ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ,ウェアラブルカメラ,公共ＢＢ,ドローン 

 

 

1. はじめに 

 

平成２８年４月１４日（木）２１時２６分、熊本

地方を震源とするマグニチュード６．５、 大震度

７の地震が発生した。その２８時間後の４月１６日

（土）０１時２５分には、さらに規模の大きいマグ

ニチュード７．３、 大震度７の地震が発生し、熊

本県、大分県を中心に大きな被害が発生した。これ

らの災害に対して、九州地方整備局では、直ちにＴ

ＥＣ－ＦＯＲＣＥ（国土交通省緊急災害派遣隊）を

被災地に派遣し、災害対応にあたった。 

 

写真-1 発災直後の九州災害対策本部(１４日) 

 

2. ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ被災状況調査班の活動状況 

 

(1)前震発生から本震まで 

４月１４日（木）２１時２６分[本震２８時間前] 

熊本地方で震度７ 

４月１４日（木）２２時４５分 

第７管区及び第１０管区海上保安本部ヘリ離陸 

九州地方整備局ヘリテレ基地局により映像受信 

４月１５日（金）００時０２分 

衛星通信車、九州技術事務所より出動 

４月１５日（金）０１時４５分[本震２４時間前] 

 衛星通信車、益城町役場到着 

 
写真-2 グランメッセ熊本に展開した衛星通信車 

情報通信班は、直ちに衛星通信車等を益城町の３

箇所（国道４４３号被災現場、役場庁舎、グランメ

ッセ熊本）に派遣し、災害対策本部や関係機関へ向

けて被災状況を伝送した。被災状況調査では、ＴＥ

Ｃ－ＦＯＲＣＥ隊員のヘルメットに装着したウェア
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ラブルカメラを活用して調査・記録を実施した。 

 

写真-3 ウェアラブルカメラで撮影した 

   益城町役場庁舎内の被災状況 

４月１５日(金)２１時００分[本震４時間前] 

 被災状況調査班、熊本市内の宿に帰還 

 

(2)震度７（本震）発生、夜明けまで 

４月１６日（土）０１時２５分 震度７発生 

突然、携帯電話の緊急速報メールが鳴ると同時に

揺れが始まった。また余震かと思ったが、次第に揺

れが強くなり、ベッドが前後左右上下に激しく揺れ

始め、部屋中を動き回って、壁にぶつかるような状

態となった。建物が倒壊するかもしれないと思った

が、ベッドと壁に挟まれる恐れもあったので、身動

きが取れなかった。揺れた時間はとても長く感じ２

～３分は揺れていたような気がするが、実際は短い

時間だったのかもしれない。停電となったが、災害

時優先指定の公用携帯電話は通話可能で、災害対策

本部(九州本局）に状況の一報を入れることが出来た。 

 

   写真-4 宿泊した部屋の壁に入ったクラック 

現地対策本部が設置されたグランメッセ熊本に向か

うため部屋を出た直後、「倒壊の恐れがあるのですぐ

建物の外に出て」と従業員に言われた。停電して開

かない駐車場の電動ゲートをなんとか手動で開けて

車を出すと、熊本市内では多くの人が建物の倒壊を

恐れて屋外に避難しており、ガラスが散乱している

箇所や信号機が稼働していない交差点、道路に段差

や地割れが出来た箇所が複数見受けられた。 

 

写真-5 益城町付近の被災状況（１６日本震直後） 

ラジオでは、今までの余震とは規模が異なっており、

阿蘇大橋や俵山トンネルで被害が出ている事が報道

されていた。移動中、益城町に近づくにつれ建物や

道路の被害が酷くなっていることが確認出来た。ま

た、衛星通信車が損傷したとの一報が入っていた。 

４月１６日（土）０２時４５分[本震１時間後]  

グランメッセ熊本に到着 

 

写真-6 グランメッセ熊本の避難状況（１６日本震直後） 

避難所に指定されているグランメッセ熊本では、夜

中にもかかわらず、多くの方々が避難をしてきてい

たが、避難所はガラスが割れたり天井が落ちたりし

て大きく被災していたため立ち入ることが出来ず、

多くの方が駐車した車両に避難していた。なお、対

策本部車に詰めていた職員と衛星通信車運用の協力

業者に幸い怪我は無く無事であった。しかし、展開

していた衛星通信車は３台共カメラポールや車両固

定ジャッキ、車載カメラに損傷を受けてしまった。

ただ、主要な機能である衛星通信装置や発電装置に

損傷は無く、予備の三脚やカメラに切り替えて映像

伝送を再開する事が出来た。その後、他の被災箇所

に移動することが想定された為、伸びたまま曲がっ

て格納出来なくなったカメラポールを自動車で牽引 
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写真-7 被災直後の衛星通信車（益城町役場） 

して修正した上でほぼ格納状態とし、車両固定ジャ

ッキも切断して応急的に走行可能な状態に復帰させ

た。この作業を行いつつ、テレビとラジオ、Twitter

等のＳＮＳ(ソーシャルメディアネットワーク)、夜

明けからは衛星回線で受信した防災ヘリコプターの

映像により被災状況の把握に努めた。現場では様々

な信憑性の判らない情報が流れていたが、阿蘇地域

で大きな被害が発生していることは間違いないよう

で、阿蘇方面に向け途切れなく続く緊急車両の赤色

灯やサイレン音からも容易に推察出来た。 

 

3. 本部指示（任務） 

 

(1)「阿蘇大橋崩落、被害甚大 

阿蘇大橋左岸側から被災状況を伝送せよ」 

４月１６日（土）０８時２５分[本震７時間後] 

グランメッセ熊本出発、阿蘇大橋左岸へ 

朝になると、阿蘇大橋を巻き込み大きく崩落した国

道５７号の現場を黒川左岸側から撮影せよとの指示

があり準備を開始した。この段階で、阿蘇方面に向

かう複数のルートが通行出来ないという情報が入っ

ており、ルート選定が課題となった。結果として 

 

図-1 南阿蘇村までの迂回ルート（赤線） 

大きく遠回りにはなるが、確実に通行出来ることが

分かっており、途中に整備局所管の緑川ダムがあっ

て情報収集や資材補給が可能な、高森町を経由して

南阿蘇村に至る国道２１８号→２６５号→３２５号

のルートを選定した。なお、被災地は相当の被害が

懸念されたことから、整備局で も優れた悪路走破

性と資機材の運搬能力を持ち、Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ(国

土交通省移動通信システム)や衛星携帯電話等の通

信機能を装備する情報収集車を使用することとした。 

 

写真-8 約２０ｃｍの段差を乗り越える情報収集車 

また、被災地での様々な任務に対応出来るよう衛星

小型画像伝送装置（Ｋｕ－ＳＡＴ）、見通し外通信が

可能な公共ブロードバンド移動無線装置（公共ＢＢ）、

空撮が可能な無人航空機(ドローン)を搭載した。被

災地へ向かう途上は、橋梁擦りつけ部の沈下による

約３０ｃｍの段差や、地割れ等が複数発生していた

が、本車両の持つ機動力を活かして走破出来た。 

４月１６日（土）１２時１０分[本震１１時間後] 

 南阿蘇大橋（阿蘇大橋左岸遠望）到着 

 

(2)「至急、南阿蘇村役場へ向かい支援内容について 

打合せを実施せよ」 

４月１６日（木）１４時１５分[本震１３時間後] 

南阿蘇村久木野庁舎到着 

崩落斜面が視認出来る南阿蘇大橋に到着し、衛星

回線での映像伝送を準備していたところ、南阿蘇村

と支援内容について打合せを行えとの指示が入った。

急遽、村役場へ向かい、村長・総務課長と打ち合わ

せを実施し、併せて防災ヘリコプターやドローンの

映像を提供するためのＫｕ－ＳＡＴとモニターを役

場内に設置した。また、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ本隊到

着に備え、庁舎内に活動スペースを確保した。 
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写真-9 南阿蘇村村長との打合せ及び役場への 

Ｋｕ－ＳＡＴ・ヘリ映像用モニター設置状況 

 

(3)「阿蘇大橋左岸側までの通行ルートを調査せよ」 

南阿蘇村までの移動中は、被災地の道路状況を 

ＧＰＳロガー(ガーミン、スマホアプリ等)とウェア

ラブルカメラを活用して記録した。この時期は携帯

電話が使えないエリアがあり、災害対策本部との連

絡にはＫ－ＣＯＳＭＯＳや衛星携帯電話を活用した。 

 

写真-10 ＧＰＳロガーによる走行軌跡及び道路被災状況 

 

(4)「ドローンにより捜索・救助活動支援を実施せよ」 

４月１７日（日）～５月１日（日） 

[本震１日後～２週間後] 

地震により行方不明となられた方の捜索・救助活

動の支援及び被災状況の調査としてドローンを用い

て約３０回の調査飛行を実施した。ドローンで取得

したデータは南阿蘇村や熊本県に提供し、陸上自衛

隊には捜索・救助活動の支援として空撮映像を基に

現地状況についての説明を実施した。 

 
写真-11 阿蘇大橋付近での捜索支援活動 

 

写真-12 ドローンの映像より作成した３Ｄモデル 

（阿蘇大橋崩落現場付近） 

捜索支援を実施した中でも阿蘇大橋周辺の黒川は、

深さ９０ｍにも及ぶ狭隘な渓谷で、機体位置保持に

必要なＧＮＳＳ(全地球航法衛星システム)の受信が

困難であり、操縦者の技量が頼りのマニュアルモー

ドでの運用を強いられた。その上、渓谷内に複数の

送電線が垂れ下がったため、無線機を持たせた監視

員を複数配置して操縦者と連携を取りながら機体を

誘導し、送電線を潜り抜けながら調査を実施した。 

 

(5)「各地方整備局から支援部隊到着、被災現場へ」 

４月１９日（火）～５月６日（金） 

[本震３日後～２０日後] 

被災した衛星通信車に対する支援として、近畿地

整、中部地整、中国地整、四国地整から衛星通信車

と電気通信職員が派遣され、各被災現場や自治体か

らの映像伝送等を担って頂いた。応急修理を実施し

た九州地整の衛星通信車も、各地整車両交替時の代

替や新たな現場への派遣等、機動的な運用に充てた。 

 

写真-13 各地方整備局の衛星通信車展開状況 

 

 (6)「衛星回線から固定回線へ  

被災自治体へ通信回線を延ばせ」 

４月２８日(木)～現在[本震１２日後～現在] 

災害対応の長期化が予想される南阿蘇村役場には、

整備局内のネットワークをｉ－ＲＡＳ(統合網無線 
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写真-14 ｉ－ＲＡＳ,監視カメラ設営及び 

ソフトフォン利用状況（南阿蘇村役場） 

アクセスシステム)を設置して延長し、メール送受信、

映像共有化システム、内線通話用ソフトフォンを使

用出来る環境（出張所と同等）を構築した。また、

阿蘇大橋被災現場や宇土市役所被災庁舎にもｉ－Ｒ

ＡＳ回線を用いた監視用カメラを設置した。なお、

熊本市内の熊本ＩＣ等の被災箇所では、建物による

遮蔽が多く固定回線の設営が困難であったため、見

通し上に障害物があっても通信が可能な公共ＢＢ移

動無線装置を活用して現地映像の伝送を実施した。 

 

写真-15 公共ＢＢ及び監視カメラ設置状況（熊本市内） 

 

4. 反省・要改善事項 

 

(1)「地震災害派遣時、衛星通信車のカメラポールは 

高く上げないこと。車両固定ジャッキは使用 

することにより転倒防止に効果があると判断」 

今回の地震で観測された速度応答スペクトルは車

両が揺れやすい約 0.8 秒周期の成分を含んでいた。

破損はしたが、車両固定ジャッキを使用することで

車両の固有振動数が高周波側にシフトし、転倒防止

に一定の効果があったものと考える。そのほか、転

倒している車両の方向や鉄塔の倒壊方向がほぼ一定

で、同じ衛星通信車でも東西軸寄りに設置した車両

より、南北軸寄りに設置した車両の被害が大きい事 

 

図-2 熊本地震の波形及び速度応答スペクトル（ＮＩＥＤ） 

から、今後、地震災害での派遣では本震の振幅方向

を参考に衛星通信車の設営方向を決める事で、余震

での被害を軽減出来る可能性がある（今後要検討）。 

 

(2)「結局、電源が確保出来ないと何も出来ない」 

防災通信機器を稼働させる一般的な可搬型発電機

は、１日２～３回の給油や数日に１回のオイル交換

が必要であり、定期的に危険個所に立ち入らなけれ

ばならない。危険個所での作業を極力少なくするた

めには、例えば、太陽光＋バッテリーによる連続給

電が可能な電源装置等の確保・配備が必要と考える。 

 
写真-16 太陽光パネルとバッテリーによるカメラ電源 

（南阿蘇村・国道５７号災害現場） 

 

(3)「被災地ではガソリンの入手は困難だが、軽油の

入手は比較的容易であった（発災～3 日程度）」 

被災地では発災から３日程度、ガソリン給油のた

めの車列が見られた。一方、軽油を使用するディー

ゼル車では燃料の入手について特段支障は無かった。 

 

(4)「災害時優先指定の携帯電話は有効に機能したが、

モバイル通信回線は関係機関の利用増加に伴い

通信速度が低下し、データ伝送に時間を要した」 

携帯電話が被災地で使用出来たのは、携帯電話各

社が固定基地局のバックアップとして被災地に派遣

した移動基地局が効果を発揮したものと考える。 
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(5)「公衆線・自営線接続による内線接続は 

災害対策室との連絡に必須」 

整備局と現地間の通話には、内線接続が出来る公

衆線･自営線接続が有効であった。また、ｉ－ＲＡＳ

により整備局ネットワークを延長した南阿蘇村では、

試験的に運用した内線通話用ソフトフォンが好評で

あった。 

 

写真-17 ソフトフォンを利用するリエゾン隊員 

(南阿蘇村役場内) 

 

(6)「衛星通信回線は映像伝送に加え、データ伝送で

利用したいという要望が多い」 

被災地ではモバイル回線によるデータ通信の速度

低下が問題となる一方、高画質の空撮動画や大量の

現場写真を送信したいという要望が多い。迅速に設

営可能な衛星通信回線を大容量のデータ伝送に活用

出来ればさらなる使い勝手の向上が期待出来る。 

 

(7)「迅速な被災地の調査のためには機動調査班を」 

道路事情が厳しかった南阿蘇村への展開では、情 

報収集車の機動力と、Ｋｕ-ＳＡＴ等の通信機器の組

み合わせが効果を発揮した。想定される南海トラフ

地震等で道路啓開調査が必要な状況では、公共ＢＢ

やモバイルルータ、ドローンを小型車両に搭載した

機動調査班を派遣する事が有効であると考える。 

 

写真-18 阿蘇大橋付近での情報収集車と衛星通信車 

 (8)「災害現場でのドローンの運用には高度なノウ 

ハウと支援が必要で、要員養成が課題である」 

ドローンを活用した捜索支援や被災状況の把握は

高い効果を発揮した。一方、今回の災害現場のよう

なＧＮＳＳ機能による操縦支援が難しい環境でドロ

ーンを安全に運用出来る職員は、九州地整の無人航

空機操縦者資格を有する者の中でも、広島土砂災害

や口永良部島噴火災害等に派遣された経験を持ち、

高度な技術を有する数人であり、同じチームを複数

回派遣せざるを得なかった。チーム編成には操縦者

の他、飛行後の機体整備、ソフトウェアチェック、

バッテリー管理、飛行記録の保存整理や空撮データ

の送信、ｓｆｍ(３Ｄ地形図)の作成等、運用を支援

する要員が必要であり、今後の養成が課題である。 

 

写真-19 飛行前ブリーフィングの様子(阿蘇大橋現場)と 

九州地方整備局無人航空機運用教本 

 

5. さいごに 

 

今回の災害では受援地整として不慣れな点が多く、

衛星通信車等の派遣先における安全の確保等、支援

地整への説明が不十分だった点など、反省すべき点

も多かった。なお、本省及び各整備局からの迅速か

つ手厚い支援と、活動頂いた協力業者の皆様には、

この場をお借りして謝意を表するものである。被災

地では未だ多くの方が不自由な生活を強いられてい

る。速やかな復旧・復興を願いつつ、整備局として

今後も引き続き必要な支援を継続し、今後、ＴＥＣ

－ＦＯＲＣＥの派遣時には、今回得られた知見が迅

速な災害復旧活動の一助になれば幸いである。 
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大雪ＳＴＯＰ＆ＧＯ作戦の 

取り組みの紹介について 

 
 

岡部 浩司1・斎藤 哲也2 
 

1近畿地方整備局 福井河川国道事務所 道路管理課 （〒918-8015 福井市花堂南2-14-7） 

2近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 工務課 （〒918-8239 福井市成和1-2111ポラリスビル内） 

 

. 
 一般国道8号福井県越前市～同敦賀市間では，大雪による通行障害がたびたび発生している．

2006年度豪雪以降，関係機関が連携を取りつつ対策強化を図ってきたが，2014年度も通行障害

が発生し，各方面から交通確保に向けた社会的要請を受けることとなった．このため福井河川

国道事務所は，雪害による社会的影響を少しでも軽減する新たな措置として「大雪STOP＆GO

（ストップアンドゴー）作戦」を計画するとともに，新たに民間企業や交通管理者との協力関

係を築き，実施に向けた取り組みを行った． 

 

キーワード 除雪の効率化，スタック防止，民間企業との協力，タイヤチェーンの委託販売 

 
 
1.  はじめに 
 

 福井県内は全域が豪雪地帯に指定されており，大

野市 勝山市，今立郡池田町，南条郡南越前町は豪

雪地帯対策特別措置法による特別豪雪地帯に指定さ

れている． 
福井河川国道事務所が管理する国道8号は石川県

境から滋賀県境を縦貫する幹線道路で，平行する主

要な路線として中日本高速道路㈱が管理する北陸自

動車道がある（図-1）．このうち，越前市から敦賀

市にかけては山間や海沿いの急峻な地形となってお

り，冬期においては大雪による交通障害がたびたび

発生した．雪害による長時間の交通障害は物流の停

滞や経済活動の損失をもたらし，ひいては報道等に

より地域のイメージダウンにつながる． 
特に敦賀市は，嶺北地方と嶺南地方，関西・中京

方面への結節点にあたり，日本海側と太平洋側を結

ぶ物流の結節点でもあり，円滑な交通の確保が求め

られる．しかし，2006年度および2011年度には丸一

日近く国道8号と北陸自動車道が同時に通行止めと

なり，地域活動が麻痺状態に陥った経緯がある．そ

の教訓から福井河川国道事務所では，道路管理者間

の各情報収集・発信を一元化する「福井県道路情報

連絡室」の開設や啓発活動の強化などのソフト面の

ほか，CCTVカメラの増設，除雪機械の増強，チェー

ン着脱場の整備などのハード面の双方で対策を進め

てきたところであった． 
しかし，2015年2月9日～10日にかけて，敦賀市内

でのスタック車両2台の発生を発端に，南条郡南越

前町赤萩～敦賀市赤崎の16.7kmの区間で約590台の

立ち往生が発生した．除雪作業が著しく停滞する中

で，福井河川国道事務所は緊急車両の通行確保を目

的として災害対策基本法を適用し，2月10日3時00分

～9時55分にかけて当該区間を通行止めとし，除雪

作業とスタック車両の排除を行うこととなった． 
 

 
2.  大雪STOP＆GO作戦の取り組み 

 

国道8号における長時間の通行止めをはじめとす

る大規模な交通障害を繰り返さないために，福井河

川国道事務所は「大雪STOP＆GO（ストップアンドゴ

高速自動車国道 

図-1 福井県の主要国道位置図 
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ー）作戦」（以下，「SG作戦」という）と称して，

スタック車両の発生を抑えるための連続した集中除

雪作業の取り組みを行った．作戦を実行する区間は

過去のスタック車両発生の実態に加え，国道上での

除雪作業等で通行規制が生じる場合，平行する補助

国道（国道364号，476号）等に経路案内が可能な区

間として，南条郡南越前町赤萩～敦賀市赤崎の間に

選定した（図-2）． 

SG作戦とは，福井県嶺北地方南部と嶺南地方東部

に大雪警報が発令され，かつ北陸自動車道が通行止

めとなった場合を条件に，①降雪が強くなり路面状

態が悪化傾向の場合は，一時的な通行規制または通

行止を実施し区間内の集中除雪を行う（STOP状態）．

②路面状況が改善し除雪機械を先頭とする除雪体制

が整った後に，除雪機械を先頭に「先導除雪」をし

ながら後続車両を追従させて通行状態を確保する

(GO状態)．③SG作戦においては，除雪機械を区間内

の作業に専念させる．雪が弱く路面状況が比較的良

好なうち，通行規制は行わず除雪車先導による開放

を継続し，気象状況が悪化傾向になれば①②を繰り

返すことで，区間内の道路状況を維持し，スタック

車両の発生を防ぐというものである（図-3）． 
 
 

  
 

図-2 STOP＆GO 作戦の区間 

図-3 STOP＆GO 作戦の概要 
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3. 作戦実施に向けての問題点と課題 

 
(1)交通管理者との連携 

SG作戦では起終点では通行車両に対する一時的な

通行規制や交差点内での除雪車の転回が生じる．こ

の際，通行車両の安全確保と効率的な除雪作業のた

め，交通管理者（警察）との連携が必須となる．こ

の連携は，安全，確実な作業を目的とする道路管理

者と，交通規制時間の短縮を理想とする交通管理者

の双方の公益実現を，可能な限り調整することとな

る．よって，限られた要員で現場で混乱なくかつ効

率的に作業を行うため，計画段階において警察本部

および所轄警察署と懸案事項の整理，課題解決を図

った．この課題解決の具体的内容は，下記のとおり

である． 
a)交差点内の信号制御 

SG作戦の起点側は信号交差点となっており，除雪

作業による通行規制や一時的な通行止めの際の事故

防止のため，交通誘導の明確化が必要である．一旦

事故が起これば，事故対応が優先されるため除雪作

業は中断せざるを得なくなるからである． 
警察との調整の結果，道路を通行するドライバー

は信号現示に従うことが基本であることから，作戦

時に点滅現示とした場合に不要な混乱を招く恐れが

あること，また点滅現示にすることで交差点内の交

通誘導に多くの要員を割くことになるとの判断から，

通行規制時においても，通常の信号現示を継続する

とした． 
b)先導除雪作業における警察パトカーの配置 

先導除雪は約17kmの区間を連続して低速で作業す

るため，後続の通行車両が除雪トラックを追い越す

ことが想定された．除雪車の先の路面状況の悪い箇

所でスタック車両が発生すれば，車両の救出が最優

先となるため，除雪作業を中断せざるを得なくなる．

これを防ぐために，先導除雪を行う除雪トラックの

直後に警察のパトカーを配置することでドライバー

の心理面に訴えかけ，追い越しの抑制が期待できる

と考えた．この趣旨に交通管理者も理解を示し，作

戦時には所轄警察署よりパトカーの派遣が可能とな

った． 
 
(2)効果的なノーマルタイヤチェック 

福井河川国道事務所では従来から大雪警報発令時

に国道上で所轄警察署と協力して，国道上の通行車

両に対してノーマルタイヤチェックを行っている．

タイヤチェック時にはスタッドレスタイヤ等の装着

状況の確認と同時にノーマルタイヤ車に対しては，

雪道走行の注意喚起及び現場での引き返しを要請し

ていたところである．しかし，道路管理者としては

強制力がないため，要請に従わずに通過したり，天

候や道路状況が回復するまで道路上に滞留し，除雪

作業の支障となってきた．また，今回，SG作戦を交

通管理者に説明した際には，限られた要員で作業を

行う以上，より効果が発揮できるタイヤチェックの

手法がないかの意見が出された．これら課題の検討

を行った結果，ノーマルタイヤ車の現地でのタイヤ

チェーン装着が，ドライバー自らが対策できる内容

であり，かつスタック車両の発生抑制につながると

考えた． 
a)タイヤチェーンの委託販売 

SG作戦の区間の前後にはガソリンスタンドやコン

ビニエンスストアが立地している．これら店舗にタ

イヤチェーンを商品として陳列し，購入者がその場

でタイヤに装着することにより，区間内のより安全

な通過が可能になるとの視点で発案したものである． 
次に，沿道の自動車関連商品を扱う企業や大手コ

ンビニチェーンには順次職員が直接訪問し，担当者

に対して過去の雪害状況やSG作戦の趣旨に対する理

解を得たうえでタイヤチェーン委託販売協力を要請

した（図-4）．その結果，タイヤチェーンの提供元

としてA社，委託販売先として大手コンビニチェー

ンC社ならびにE系列のガソリンスタンド2社から理

解を得て，具体的な委託販売方法等について調整を

進めた． 

b)店舗への趣旨説明及び協力依頼 

相手方へは主に以下の観点で協力依頼を行った． 
『大雪により幹線道路が通行止めになった場合，

渋滞が発生するだけでなく物流停止となって商品の

調達が滞り，結果として店舗の営業に影響を与える

図-4 協力依頼文書 
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こと．』 
『コンビニやガソリンスタンドにはトイレがあり，

大型のガソリンスタンドにおいては休憩施設等も併

設されている．このためノーマルタイヤ車や運転の

不慣れなドライバーに対しては，天候や道路状況が

回復するまでの一時的な休憩所としての利用が可能

であること．これによりノーマルタイヤ車の侵入を

減らすことで，スタック車両の発生を防止できるこ

と．』 
『店舗の営業時間が決まっている場合，SG作戦時

には閉店時間を可能な限り延長し，チェーン購入希

望者の対応をお願いしたいこと．』 
これらの説明を行った結果，スタック車両の発生

を防ぐことが物流確保に直結し店舗側にも大きなメ

リットがあるとの理解をいただくことができた．委

託販売の協力店舗としてA社は支店がある越前市内

と敦賀市内の2店舗，ガソリンスタンドは越前市と

敦賀市内の2店舗，コンビニエンスストアは越前市

内，南越前町内，敦賀市内の12店舗が取り扱い店舗

となった（図-5,写真-1,2）．なお，タイヤチェー

ンの各店舗への納入及び商品管理，精算方法等につ

いては各企業間が調整した． 

c)タイヤチェーンの装着講習会 

タイヤチェーンの購入客は冬用装備を行っていな

いまたは雪道に不慣れである場合が多いことが想定

される．店舗で購入するだけでなく現地で装着がで

きなければ，スタック車両の発生を防ぐことにはな

らない．このため，委託販売に先立ち，A社よりコ

ンビニエンスストアの各店舗責任者に対してタイヤ

チェーンの装着講習会の開催を依頼し了承を得るこ

とができた（写真-3）．講習会はA社の店舗がある

越前市内と敦賀市内において，それぞれ近傍のコン

ビニエンスストアの店長等を対象に実施した．現在

の冬用装備の主流はスタッドレスタイヤのため，予

想どおり委託販売店舗の担当者らはタイヤチェーン

の装着経験は皆無であったため，この講習会は不可

写真-3 タイヤチェーン装着講習会の様子 

写真-1 啓発ポスターの掲示協力依頼の様子 

写真-2 コンビニエンスストア店内におけるタイヤチェーン

及び SG 作戦ビラの陳列状況 

 

図-5 店舗に掲示した啓発及びタイヤチェーン販売ポスター 
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欠であり，委託販売の実効性を大きく左右する要素

であることが確認できた． 

d)高機能標識車及びタブレット端末の配備 

国道8号が通過する敦賀市は，福井県における関

西や中京方面との結節点であり，雪道の運転技術が

不十分なドライバーは少なくない状況であると推測

できる．このため，北陸方面へ向かう車に対する情

報提供手段として，SG作戦の終点側にある赤崎チェ

ーン着脱場内にSG作戦区間内のCCTVカメラ映像を表

示できる「高機能標識車」の配備を行った（写真-

4）． 

高機能標識車は主に交通規制時において文字情報

を表示する場合が多いが，CCTVカメラの機器と接続

することで，リアルタイムのライブ映像を表示する

ことが可能である．これにより，SG作戦区間内にあ

るCCTVＶカメラ13基の映像を数秒おきに順次表示す

ることで，ドライバーに対して現地での最新情報の

提供が可能となる．さらに映像を見たドライバーが

場合によっては引き返すか，あるいはタイヤチェー

ンを購入して引き続き走行を行う等の判断を行うた

めの選択肢を提供することが期待できる．なお，後

述の現地訓練時には，訓練の区間内おいて訓練とは

関係ない一般車両による交通事故が発生した．この

とき，事故現場の状況をライブ映像で表示したこと

で，訓練による一時的な通行規制により現場で待機

していた他のドライバーは道路状況を直接把握でき

たため，混乱や苦情が生じなかった．よって，実際

の作戦時にも有用な情報提供手法であると評価した． 

一方，ノーマルタイヤチェック時には職員が現地

に派遣される．ここでも現地での情報不足に加え，

ドライバーから情報提供を求められた際に，迅速な

対応ができずに苦情を受ける場合がある．これを解

消するために，WEB情報表示や通話機能およびメー

ル機能等を搭載したタブレット型端末を配備した．

端末を現地で携帯することで，除雪車の位置情報，

事務所や現地間での情報提供・共有を可能となる．

これら「見える化」によりドライバーから情報提供

を求められた場合にも視覚的に確実な手段により，

迅速かつ多数の車両に，適切に情報提供することが

期待できる． 
 

 
4. SG作戦を地域へ浸透させる取り組み 

 
(1)現地訓練 

 過去の豪雪被害を教訓に大雪警報発令時には「福

井県道路情報連絡室」を開設しており，毎年の雪害

対策期間前には机上訓練を実施している．平成27年

度においては従来の訓練内容に加え，SG作戦の現地

訓練を行った． 

実際のSG作戦を想定して警察パトカーの除雪トラ

ック追従走行，除雪トラックの交差点内の転回，高

機能標識車の稼働確認，スタック車両を想定した大

型トラックのけん引・排除作業を行った（写真-5）．

なお，除雪トラックの転回及びスタック車両の排除

時には，所轄警察署の協力を得て，2回に分けて国

道を30分程度通行止めにしている．このとき通行止

めにより道路上に待機していた通行車両に対して，

職員によるノーマルタイヤチェック作業の手順確認

の訓練と併せてSG作戦およびタイヤチェーン委託販

売店舗紹介のビラ配布を通行車両に対して行った

（図-6）． 
 
(2)協力企業へのフォロー 

2015年度は暖冬だったため，雪害対策期間中のタ

イヤチェーンの販売実績については数セット程度に

とどまった．しかし，コンビニエンスストアやガソ

リンスタンドにおける貴重な経営資源である物販ス

ペースに数ヶ月間にわたってタイヤチェーンやSG作

戦のビラを陳列していただいたことは，適切な道路

管理への大きな貢献である．この点に関する謝意を

伝えるため，2016年年4月に協力企業へ感謝状の贈

呈を行った（写真-6）．併せて感謝状の贈呈に関す

る記者発表を行った結果，地元ケーブルテレビが取

材に訪れ，後日，その様子が地域に放送されるに至

った． 

 これらの内容をもとに2016年度には他の大手コン

ビニチェーンや自動車部品販売会社に対して福井河

川国道事務所の取り組みを紹介していき，タイヤチ

ェーンの委託販売先の拡大に努めていきたいと考え

ている． 

 

(3)広報 

これら国交省の取り組みを多くの道路利用者に対

し周知・広報するため，各種記者発表の他，タイヤ 

写真-5 警察パトカーと協力した現地訓練の様子 
写真-4 高機能標識車によるライブ映像表示状況 
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チェーンの委託販売の依頼やチェーンの装着講習

会の際に地元テレビ局やケーブルテレビ局に情報提

供を行った．その結果，同行取材により各メディア

で複数回にわたる報道となった．特に県内のテレビ

放送では11回にわたって取り上げられ県民や地域の

方々に広く発信・啓発する機会を得ることなった．

このうちケーブルテレビにおいては番組構成上，1

週間にわたって毎日数回の繰り返しの放送内容とな

り，今後，様々な取り組みを地域へ浸透させるには

適したメディアになっていくと考えている． 
 
 
5.  おわりに 

～道路管理の「輪」を増やす・広げる～ 
 

大雪による交通障害を繰り返さないために従来の

雪害対策に加え今回，交通管理者との協力によるSG

作戦と，民間企業との協力によるタイヤチェーンの

委託販売という新たな手法を試みた．また，訓練時

においては，交通管理者の全面的な協力により実際

に一時的な通行止めの状況を作り出した．これによ

り除雪車の転回をはじめとするSG作戦の一連の作業

を確認することができ，より実践的な訓練内容とな

った．暖冬の影響もあり現時点で取り組みの実績や

効果を十分検証できる状態ではないが，道路管理者

と関係機関の双方の公益性実現を両立できる内容を

考えることで，新たな連携を築くことができたこと

は，今後へ繫がる大きな契機であると評価している． 

昨今，道路利用者の道路管理者に対する要求水準

は高くなっている．これは道路が機能的にもネット

ワークとしても整備され日々の維持管理を含め，利

用者の道路管理者に対する評価と期待の現れである．

雪害対策の実態は主に道路管理者による除雪作業や

啓発活動が主であるが，道路利用者の安全運転や雪

道走行の意識向上も道路管理の「両輪」として必要

不可欠である．そのためにも，道路利用者に対する

降雪時への対処方法の確保が道路管理のソフト面か

ら重要である． 

今後も冬期の道路情報提供やさらなる啓発活動に

加え，タイヤチェーンの委託販売に類する民間企業

と提携した新たな雪害対策の手法・展開も模索し，

冬期間の「地域」ネットワークの安定を確保すると

ともに，関係機関のネットワークを更に緊密にして

福井の道路管理に協力できる「輪」を広げ，雪に強

い国道8号を目指すべく，具体化を進めていきたい． 

 
写真-6 感謝状贈呈の様子 

図-6 コンビニ店舗店舗内及び SG 作戦時に現地で配布した

ビラ 
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津軽自動車道における吹雪時の 
走行支援策とその評価 

 
 

佐々木 耕嗣1・遠藤 史隆1・三上 泰光2 
 

1東北地方整備局 青森河川国道事務所 調査第二課 （〒030-0822  青森県青森市中央三丁目20-38） 

2東北地方整備局 三陸国道事務所 （〒027-0029 岩手県宮古市藤の川4-1）. 

 

青森県西北地域と県内外を連絡する津軽自動車道は、冬期には吹雪や地吹雪が多く発生し、

厳しい視程障害に見舞われることが多く、吹雪による通行止めや交通事故等の交通障害がしば

しば発生している。そこで、道路利用者が吹雪時でも安全・安心な走行ができるよう、ハード

（視線誘導樹等）・ソフト（メール配信）対策の両面から冬期走行支援策の検討・取組を進め

てきた。本報文は、平成26～27年度に実施した冬期走行支援策とその検証結果について報告す

る。 
 

キーワード 地吹雪，冬期走行支援，視線誘導樹，道路情報メール配信  
 

 

1. はじめに 

 津軽自動車道は、津軽平野を横断し、五所川原市をは

じめとする青森県西北地域と県内外を連絡する道路とし

て物流・観光等の主軸としての役割を担っている。 

 一方、津軽自動車道の西側には平坦地が広がり、冬期

には卓越する季節風（主方向：西～西北西）によって吹

雪や地吹雪（以下「吹雪」という）が多く発生し、厳し

い視程障害に見舞われることが多く、吹雪による通行止

めや交通事故等の交通障害がしばしば発生している。こ

の冬期視程障害対策として、津軽自動車道では防雪柵や

自発光式視線誘導標の整備が進められてきた。青森河川

国道事務所では、冬期の走行安全性とサービス性の向上

を目指し、平成26～27年度にハード（視線誘導樹等）・

ソフト（メール配信）対策の両面から冬期走行支援策の

検討・取り組みを進めてきた。本報文では2年間の冬期

走行支援策とその検証結果について報告する。 

 

2. 津軽自動車道の概要 

津軽自動車道は東北縦貫自動車道の浪岡ICから五所川

原市を通過し日本海沿岸の鰺ヶ沢町を結ぶ延長38㎞の高

規格幹線道路として、その整備が段階的に進められてい

る（図-1）。この津軽自動車道は青森県西北地域の主要

交通軸として産業支援、物流効率化や観光振興支援とと

もに、現道の国道101号の交通渋滞緩和への寄与も目的

とした自動車専用道路である。 

このうち、浪岡ICに接続する国道7号から五所川原北

IC間の浪岡五所川原道路（15.7km）が平成19年までに順

次供用され、その延伸である五所川原西バイパス

（3.8km）が平成26年秋に供用した。また、鯵ヶ沢町内

の鯵ヶ沢道路（3.7km）については平成28年7月に3.4km

を供用し、現在までに約60％の供用を図っている。なお、

つがる市から鰺ヶ沢町にかけての柏～浮田間（約13km）

は平成26年度から計画段階評価に着手し、概略ルートの

検討等を行っている。 

津軽自動車道の諸元は以下のとおりである。 

・幅  員：W=12.0m 

・道路規格：第1種3級 

・設計速度：V=80km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年7月30日供用

（3.5㎞供用）

 

 図-1 津軽自動車道の概要 

延長３.４ｋｍ

供用中
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3. 現状の冬期走行支援 

(1)津軽自動車道の吹雪対策施設 

 津軽自動車道の一部である浪岡五所川原道路や五所川

原西バイパスでは、吹雪対策として表-1および写真-1～

2に示す吹雪対策施設がほぼ全線にわたって整備されて

きた。 

 

表-1 津軽自動車道の吹雪対策施設 

吹雪対策 概要 

防雪柵（吹き止め柵） 

（写真1） 

柵高：4mまたは5m 

空隙率：下部無孔板、上部有孔板 

※形式の異なる吹き止め柵を適宜配置 

自発光視線誘導標 

（写真2） 

設置間隔：50m（五所川原道路） 

40m（五所川原西バイパス） 

発光方法：点滅、緑色（LED） 

 

 

  

 

  
写真-1 吹き止め柵 

（左上：標準型、右上と左下：高性能防雪柵、右下：斜風対応型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)吹雪時の津軽自動車道の課題 

 前述のように防雪柵や自発光視線誘導標の整備が進め

られてきたが、吹雪による交通障害が十分に解消されて

いない。平成23～27年度冬期の津軽自動車道の通行止め

は合計18回に達し、地吹雪や大雪による通行止めが10回、

交通事故による通行止めが8回である（表-2）。さらに、

平成21年1月～平成26年12月までの冬期に発生した交通

事故15件のうち、表-3に示す6件は吹雪時の視界不良に

起因した事故と考えられる。 

 
表-2 津軽自動車道の冬期通行止め履歴 

年度 

冬期通行止め件数 

地吹雪（視界不良） 

・大雪 
交通事故 合計 

平成23年度 2回 2回 4回 

平成24年度 5回 2回 7回 

平成25年度 0回 0回 0回 

平成26年度 3回 0回 3回 

平成27年度 0回 4回 4回 

 
表-3  吹雪時の視界不良による事故履歴 

 

 

 

 

 

 

 

表-3の6件の事故のうち5件は日中に発生し、そのほと

んどが停止中の車両への追突事故である。自動車専用道

路である津軽自動車道では停止車の存在は考えにくく、

吹雪による視程障害によって道路線形や道路端を見失っ

た乗用車が安全のために減速・停止し、後続車がこれに

追突した事故形態が容易に想像がつく。 

 

4. 新たなハード対策による走行支援策 

 (1)視線誘導樹等による走行支援実験 

平野部にある津軽自動車道では、日中の吹雪時に周囲

が白一色となるホワイトアウトに陥りやすい。周囲が明

るい日中の吹雪時に対しては自発光視線誘導標よりも黒

っぽく視野に占める面積の大きい樹木や看板の方が識別

されやすい。そこで、ハード対策として間伐材を活用し

た『視線誘導樹』と『旗』の試験設置を行った（写真-

3）。視線誘導樹および旗は路肩に等間隔で配置した視

線誘導対策である。 
写真-2 自発光視線誘導標 

 No. 発生日 発生時刻 昼夜区分 天候 事故類型

1 平成21年1月15日 10:20 昼 雪 車両相互（その他追突）

2 平成24年1月31日 21:55 夜 雪 車両相互（追突-停止中）

3 平成24年2月8日 8:30 昼 雪 車両相互（追突-停止中）

4-1 10:34 昼 雪 車両相互（追突-停止中）

4-2 10:38 昼 雪 車両単独（駐車車両）

6 平成25年2月8日 11:45 昼 雪 車両相互（追突-停止中）

平成24年2月9日
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ハード対策の概要を以下に示す。 

①視線誘導樹（H26・27実施） 

・視線誘導樹：スギ（間伐材） H26 H=2.5m 

               H27 H=3.5m 

・設置区間：H26 KP9.190～KP9.690、L=500m 

      H27 KP8.920～KP9.920、L=1,000m 

・設置間隔：50m間隔 

・設置位置：左側路側（ガードロープ支柱に添架） 

②旗（H27実施） 

・旗：ピンク色 H＝3.0m 

・設置区間：KP10.060～KP10.505 L=500m（25m間隔） 

      KP10.535～KP10.985 L=500m（50m間隔） 

・設置位置：左側路側（ガードロープ支柱に添架） 

 

 視線誘導樹と旗は五所川原IC～五所川原東IC区間の上

り車線側に試験設置を行った（図-2）。この区間は視程

障害発生頻度の高い区間であり、特に上り車線側は防雪

柵がなく視的目標物が少ない区間である。視線誘導樹の

高さがH26とH27で異なるのは、H26のアンケートにおい

て、さらに高い樹を求める意見があったことによる。

H27に旗を追加設置したが、スギの間伐材よりも経済的

な材料を模索したものである。 

 

：視線誘導樹設置区間（50m間隔）

：旗設置区間（25m間隔）

：旗設置区間（50m間隔）  
 

 

 (2) 視線誘導樹の効果検証結果 

a) 視線誘導樹による日中の吹雪時の視認性の向上 

写真-4は吹雪時に車内から撮影した写真である。周囲

が白一色で自発光視線誘導標が見えない中、視線誘導樹

によってかろうじて路側が視認できることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3は、移動気象観測車による計測視程とドライバー

が感じた視線誘導樹と自発光式視線誘導標の視認距離

（視認本数）を比較した結果である。その結果、自発光

式視線誘導標の視認距離は計測視程に達することはなく、

視線誘導樹の視認距離は計測視程の値に近い。これは、

視線誘導樹によって本来見えるべき視認距離が得られて

いることを意味する。自発光式視線誘導標と比較すると

視線誘導樹の視認距離は0～150m程度向上している。旗

（図-4）については、自発光式視線誘導標の方が視認距

離が長い場合があり、視線誘導樹ほどの効果は見られな

かった。 

図-2 視線誘導樹等の設置位置 

写真-4 視線誘導樹の視認状況 

写真-3 視線誘導樹と旗 

視程 50m 

視程 50m未満 
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b）視線誘導樹による走行挙動の円滑化 

 図-5は平成27年1月17日（吹雪時）の民間プローブに

よる自動車走行速度変化の一例である。この車両は五所

川原ICから津軽自動車道に進入したとみられ、視線誘導

樹設置区間の直前で一時的に減速するが、区間の中ほど

から速度がやや上昇し50㎞/hの前後での安定した走行と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

また、津軽地方で猛吹雪となった平成27年2月10日の民

間プローブデータから、走行速度の変動（変動係数）を

視線誘導樹の設置区間と未設置区間で比較すると、設置

区間の方が速度変動が小さいことがわかる（図-6）。民

間プローブによる解析事例は走行車全体のごく一部にす

ぎないが、視線誘導樹が日中の吹雪時の走行円滑化に寄

与した事例として考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ドライバーからの視線誘導樹の認知度と評価 

平成24年度からドライバーに対し津軽自動車道のメー

ル配信を行っているが（次章で詳細説明）、メール配信

登録者および未登録者に対して行ったアンケート結果よ

り、視線誘導樹等の認知度と吹雪時の視線誘導機能の評

価を行った（図-7､8）。平成27年度の視線誘導樹の認知

度については、平成26年度よりも増加した。理由として、

平成26年度からの支援策であることや、チラシやホーム

ページ等の広報による視線誘導樹の機能や役割の周知を

行ったためと思われる。また、視線誘導樹等の存在を知

っていた人（図中の赤枠内）に限れば、視線誘導樹、旗

ともに「目印になった」、「どちらかといえば目印にな

った」と回答する人が約6～9割と多い。このことから、

視線誘導樹は吹雪時の視線誘導効果が一定程度あるとい

う評価が得られた。さらに、視線誘導樹の機能や役割を

知ることにより、吹雪･地吹雪時の視線誘導効果をより

実感できるため、広報が重要と考えられる。 
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図-5 走行速度の変化事例（民間プローブデータ） 

図-8 視線誘導樹の認知と吹雪時の有効性(未登録者アンケート) 

図-7 視線誘導樹の認知と吹雪時の有効性(登録者アンケート) 

図-4 旗と自発光式視線誘導標の視認性比較 

図-6 視線誘導樹の有無による走行速度の変動（2月10日） 
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5. ソフト対策による走行支援策 

(1) 津軽自動車道における道路情報メール配信 

青森河川国道事務所では、津軽自動車道を対象に、冬

期の通行止めや気象状況等などの情報を利用登録者に電

子メールで提供するサービスを、平成24年度～平成27年

度冬期までの4年間にわたり試験的に行ってきた。この

メール配信は、道路管理者が専用フォームで通行止め情

報等の配信文を登録すると、配信登録者にその内容がメ

ールで通知される（図-9）。平日の配信を基本として運

用している。 

平成26年度からは、それまでの道路情報メールに加え

て吹雪視界情報とライブカメラ画像の提供を試行的に実

施した。メール本文には吹雪視界情報へのURLリンクが

付加され、登録者自ら吹雪視界情報とライブカメラ画像

を確認できるようにしている（図-10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ソフト対策の効果検証結果 

a) 道路情報メールの利用者数評価 

平成26～27年度の道路情報メール配信の概要を表-4に

示す。平成27年度の登録者数が平成26年度より減少して

いるのは、平成27年度の気象が穏やかであったことが要

因と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 道路情報メール配信の有用性と交通行動 

平成26年度に行った視界不良による通行止め時の交通

行動等についてのアンケート結果では、メール配信が役

に立ったとする回答が多い（図-11）。さらに、「津軽

自動車道を利用予定だったが通行止めになった」と回答

した人に着目して、その後の行動を集計すると、「他の

道路に経路変更した」人が最も多く、「出発時間を早め

た」、「予定していた運転を止めた」との回答が多い。 
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広域 狭域

図-9 道路通信メール配信の概要 

図-10 吹雪視界情報の提供 

表-4 道路情報メール配信の概要 

平成26年度 平成27年度
12/15〜3/20 12/14〜3/18
1003名 691名
（375名） （445名）

気象情報
・気象警報情報
・気象・路⾯情報

48件 79件

視界不良 ・視界不良情報 0件 2件
通⾏⽌情報 7件 17件
その他規制情報 0件 0件
路⾯状態 ・路⾯情報 0件 －
除雪作業 ・除雪作業情報 30件 －
その他 ・その他 7件 3件

92件 101件

登録者数（最終）
（配信開始後の純増数）

・通⾏規制情報

合計

配信期間

配
信
情
報

図-11 道路情報メールの有用性と情報による交通行動 

（H26年度（12/1、2/13、3/11の通行止時） 
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同様に、平成27年度の事故に伴う通行止め直後に実施

した同様のアンケートでもメール配信が役に立ったとい

う人が多く、特に通行止め情報が役立ったと回答し、情

報によってルート変更や出発時刻の変更が促されたこと

がわかる（図-12）。このように、配信した情報によっ

て配信登録者が適切と考える交通行動が選択されていた

ことがわかる。 
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6. 課題及び今後の方向性 

 平成26・27年度に行った冬期走行支援策（ハード・ソ

フト）に関しての課題及び今後の方向性は以下のとおり

である。 

 

(1)ハード対策 

①日中の吹雪による視程障害時の視線誘導として視線誘

導樹は一定の効果が得られたが、視線誘導施設として視

線誘導樹の機能に対する誤解も多い。主な意見は次のよ

うなものである。 

 ・夜間の視線誘導効果に対する疑問 

 （日中の視線誘導に特化した対策としての周知不足） 

 

 

 

 

 

 ・間伐材利用でなく植栽木であるという誤解や懸念 

 （間伐材利用であることの周知不足） 

 ・防雪林との誤解（防雪機能と視線誘導機能の混同） 

視線誘導樹の機能について認知度が高まるほど視線誘導 

効果が理解されやすいため、視線誘導対策の機能や役割

を周知・啓蒙する必要がある。 

②平成27年度は暖冬傾向のため、本来の吹雪・地吹雪に

よる厳しい視界不良の評価が難しかったため、調査の継

続による効果の検証を検討していく。 

 

(2)ソフト対策 

①道路利用時に情報提供を行う道路情報板と事前に情報

提供を行える道路情報メールサービスの長短所を整理し、

それぞれの長所を生かしたソフト対策を検討する必要が

ある。 

②道路情報メール配信は道路管理者の手作業にてメール

本文が作成されており、現状、道路管理者の負担が大き

い。一方で、土日祝日の配信を望む利用者のニーズが多

く、要望に対応するためには、情報配信の一部について

自動配信化を検討する必要がある。また、継続運用に向

けては、作業効率化を図っていく必要がある。（平成27

年度に配信メールの標準文例の入力自動化について一部

実施済み） 

③情報が広く行きわたるよう、登録者数を増やすため広

報の工夫が必要である。 

④現在は津軽自動車道のみが道路情報メール配信の対象

であり、並行する101号や接続する国道7号、東北自動車

道は対象となっていない。接続する道路や迂回路の状況

などの情報提供が行えるよう、青森県やNEXCOとの連携

をさらに進める必要がある。 

 

7. おわりに 

津軽自動車道は、鰺ヶ沢道路が今年度開通し、今後、

青森県西北地域での津軽自動車道の役割はますます重要

になり、安全走行の確保に向けた道路管理者としての責

務はさらに大きくなる。今後も、ハード対策とソフト対

策の両面から冬期の安全走行支援策について検討してい

きたいと考えている。 

 

8.参考・引用文献  

1）佐々木耕嗣，三上泰光，丹治和博：津軽自動車道に

おける吹雪時の走行支援策とその評価，ゆきみらい研究

発表会（2016） 

 

 

 

 

 

図-12 道路情報メールの有用性と情報による交通行動 

（H27年度（2/15～17）） 
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須崎港防波堤における津波越流時の 

洗掘対策の検討 
 

上邨 知輝 
 

四国地方整備局 高松港湾空港技術調査事務所 （〒760-0017 香川県高松市番町1-6-1） 

 

    須崎港防波堤は，港内の静穏度を確保するとともに，背後地を津波被害から防護することを目的に整備

が進められている．また，須崎港においては，東南海・南海地震等による被害が想定され１)，対策が急務

となっており，最大クラスの津波の来襲を想定し被災後の港湾機能の早期復旧を目的とした構造の検討

を行っている．一方，津波対策として腹付工の設置による対策が粘り強い構造として知られている2）が，津

波来襲時には越流による腹付工の洗掘等が考えられ，腹付工を防護する被覆ブロックの安定性は明らか

にされていない．そこで，本稿では須崎港防波堤で適用が想定される腹付工について，被覆ブロックの空

隙率による効果及び洗掘防止マット敷設による洗掘抑制効果について水理模型実験から明らかにする． 

 

キーワード 防波堤，津波，被覆ブロック，洗掘防止マット 

 

1．  はじめに 

 

須崎港防波堤（図-１）は，東南海・南海地震等による津波

が想定され，防波堤を越流する設計津波を越える津波への

対策として粘り強い構造化が進められている．一方，粘り強い

構造としては腹付工の設置を基本とした津波対策や，基礎マ

ウンドの洗掘を防ぎ堤体の滑落を防ぐ被覆工や洗掘防止工

を敷設する構造が倒壊しにくい構造として知られている． 

しかし，粘り強い構造の方針について示されている国土交

通省港湾局「防波堤の耐津波設計ガイドライン」においては，

腹付工を防護する被覆ブロックの安定性は明らかにされてい

ない．そこで，本稿では後述の項目について水理模型実験

により検証を行った． 

① 本防波堤における最大クラスの津波に対する安定性の確

認を行う． 

② 被覆ブロックに空隙を設けることによる安定性に対する効

果について明らかとする． 

③洗掘防止マット敷設による効果について明らかとする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．  要求性能 

 

検討対象とする須崎港防波堤は，三つのレベルの津波を

設定している． 

一つ目の津波は，海岸施設として昭和南海地震津波を対

象とし，防波堤に越流を生じさせず背後地の津波被害からの

防護を目的とする．また，本防波堤の要求性能は被災後も即

座に施設を共用可能な「使用性」とする． 

二つ目の津波は，港湾施設として発生頻度の高い津波に

ついては東南海・南海地震津波（2003年中央防災会議）を対

象とし，越流は許容しつつも防波堤の堤体の安定性を保つ

ことを目的とする．また，本防波堤の要求性能は被災後も即

座に施設を共用可能な「使用性」とする． 

三つ目の津波は，港湾施設として最大クラスの津波につ

いては南海トラフ巨大地震津波（2012年内閣府）を対象とし，

粘り強さを付与することでできる限りその場に留まり，背後地

への津波到達時間の遅延や被災後の港湾機能の早期復旧

を目的としていることから，要求性能は設定していない． 

 

 

３．  腹付工等の粘り強い構造 

 

腹付工等の粘り強い構造の効果としては，長時間繰り返さ

れる津波作用によって，越流する津波から防波堤背後の基

礎マウンドが一気に洗掘されることを防ぐことで，ケーソン本

体が大きく倒壊することを防ぐことを期待している（図-２）． 

腹付工については，基礎マウンドを嵩上げすることにより，

津波作用によるケーソン本体の滑動及び基礎マウンド等の

洗掘を可能な限り低減できる効果を期待している．被覆工及

び洗掘防止工については，越流する津波水塊が腹付工に
西防波堤

東防波堤

図-1 須崎港防波堤 
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直接作用することを防ぎ，その結果として腹付工の洗掘速度

を抑制する効果を期待している． 

そこで，本防波堤では堤体の安定性確保の観点から腹付

工を設置し，洗掘対策として被覆工と洗掘防止工で腹付工

を覆うことを計画した．被覆工は腹付工上面を越流する津波

の流速に対して所要質量を満たした被覆ブロックとした．また，

洗掘防止工は洗掘防止マット（アスファルトマット）を敷設する

こととした． 

 なお，津波来襲時に港内外の水位差が大きい場合，基礎

マウンドを流れる浸透流が発生し，基礎マウンドや腹付工の

拘束圧の低下によって，支持力低下等の問題が指摘されて

いる３)ことから，本防波堤においては，別途浸透流実験を実

施した上で，浸透流による支持力低下等の効果は本防波堤

においては支配的で無く，安定性には影響がないことを確認

している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．水理模型実験４) 

 

（１）水理模型実験の概要 

水理模型実験は港湾空港技術研究所所有の大規模波動

地盤総合水路（長さ 184．0 m，幅 3．5 m，高さ 12．0 m）を使

用し，津波高さや堤内外の水位差を変えて，基礎マウンドの

被害率を確認する．模型断面は現地の 1/12．5 の縮尺とし，

ケーソン背後の腹付工の上には被覆ブロックを敷設した．本

実験においては，被覆ブロックの空隙率は0%，8%，24%となる

3 種類の被覆ブロックを用いて行った．形状による影響を受

けないよう一般的な直方体とした．各ブロック重量は約 3．1kg

となるよう重量を調整したものを用いた．なお，厚みは 5．2cm

の一定としている．洗掘防止マットは，強度の高いアスファル

トマットとし，開口率 20%の穴あきとした（厚さ 4mm，開口部

φ17mm）．洗掘防止マットは被覆ブロックと腹付工の間に敷

設し，ケーソン壁から法尻までの 1 枚ものとした．（以後寸法

は実験スケールのものを記載する．） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）津波条件 

実験に用いる津波水位は，津波シミュレーションから設定

した．最大クラスの津波の結果を図－３に示す．シミュレーシ

ョンから地震発生後 40 分に堤外側最大水位 12．26m，堤内

側水位 9．88m となり，水位差 2．38m となる．なお，境界条件

として，防波堤に対して水位が大きくなるように防波堤背後の

防潮堤は無限高に設定した．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【港外側】

【港内側】

越流

津波による波力
ケーソン

基礎マウンド

腹付工

被覆工

洗掘防止工

粘り強い構造のイメージ

図-２ 粘り強い構造のイメージ 

図-６ 須崎港防波堤断面（代表断面） 

図-４ 実験模型写真（被覆ブロック） 

図-５ 実験模型写真（洗掘防止マット） 

-12

-8

-4

0

4

8

12

0 50 100 150 200 250 300 350
（min）

（CDL.+m）

港外側，津波水位

港内側，津波水位
沈下後の天端高

港
外
最
大
時

最
大
水
位
差
時

堤外
(m)

堤内
(m)

水位差
(m)

時刻
(min)

港外最大時 10.27 8.89 1.38 35.6
最大水位差時 6.51 4.67 1.84 29.5
港外最大時 12.26 9.88 2.38 40.0
最大水位差時 7.18 2.97 4.21 133.2最大クラス

設計津波

ケース
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（３）防波堤の安定照査 

実験に先立ち安定照査を行った結果を表-１に示す．なお，

津波波力の計算は，国土交通省港湾局「防波堤の耐津波設

計ガイドライン」に示される方法に則り行った．また，変動状態

の波浪の計算は，港湾の技術基準(平成 19 年 7 月)に示され

る方法に則り照査した．結果（表-1）を見ると偶発状態の安全

率に余裕がある一方で，沈下後の変動状態は耐力側に余裕

がないことが分かる．これは，本防波堤では津波による港内

外の津波水位差が小さく越流した後の津波波力がそれほど

大きくならなかったことや，本防波堤において対象としている

波浪が非常に大きいことが要因と考える． 

 

 

 

 

 

 

（４）実験結果 

１）マウンド流速と質量比 

実験結果を図-８及び図-９に示す．図-８よりマウンド中央

部においては水位差が大きくなったとしても，流速の値は最

大でも 1．0m/s 程度であるのに対し，マウンド法肩部では，水

位差 0．5m 程度まではマウンド中央部と同様の挙動を示す

が，水位差が 0．8m 程度になると流速が急激に上昇し，最大

で 3.0m/s 程度となる．また，図-９より計算質量と模型質量の

比を確認すると，マウンド中央部では本実験においては常に

安定していたのに対し，マウンド法肩部では，水位差 0．6m

程度で必要質量が不足し水位差 0．8m 程度の箇所におい

ては最大で 60 倍程度の質量が必要となる結果となった． 

 

２）ブロックの空隙率の違い 

実験結果を図-１０に示す．最大クラスの津波相当の水位

差 0．2m（※現地スケール 2．38m）においては空隙率の違い

に関わらず被覆ブロックの被害は確認されず安定していた．   

水位差を最大クラスの津波相当の水位差より更に大きくし

ていくと空隙率の違いに応じ，空隙率 0％は水位差 0．41m，

空隙率 8％は水位差 0．53m，空隙率 24％は水位差 0．63m

からそれぞれ被覆ブロックの被害が生じはじめ，被害が生じ

はじめると空隙率に関係なく被害が急速に拡大していること

が見て取れる． 
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地震後(設計津波)

偶発状態
地震後(最大クラスの津波)

変動状態
地震後(波浪_50年確率波)

潮位 H.W.L H.W.L H.H.W.L

滑動 4.257　＞　1.0 3.168　＞　1.0 1.294　＞　1.0

転倒 4.015　＞　1.0 2.858　＞　1.0 1.106　＞　1.0
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約1.3倍

約1.5倍

表-１ 安定性照査結果 図-７ マウンド流速の関係図 

図-８ 計算質量/模型質量と水位差の関係図 

図-９ 被害率の関係図（被覆ブロックの空隙率の違い） 
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図-１０ 実験時の被覆ブロックの散乱状況（左：空隙率０％ 中：空隙率８％ 右：空隙率２４％） 
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３）洗掘防止マットを敷設した場合  

実験結果を図-１１に示す．洗掘防止マットを敷設した場合

においても，最大クラスの津波相当の水位差では被覆ブロッ

クは安定していた．その後，２)と同様に水位差を最大クラスの

津波相当の水位差より更に上昇させていくと水位差 0．66m

程度から被害が生じはじめ，0．87m で被害率 22%，0．92m で

被害率 38%となった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）実験結果の考察 

１）堤体の安定性について 

模型実験における堤体の安定性は，（３）防波堤の安定性

照査における照査結果と同様に，最大クラスの津波相当で

は安定していた．また，被覆ブロックについても最大クラスの

津波相当の水位差では被害は確認されなかったことから，堤

体背後の洗掘は発生しないものと考えられる． 

 

２）空隙により被害率に差が生じた要因について 

被覆ブロックの上面と下面に生じた圧力を比較したところ

(図-１２)，空隙率 0％では下面の圧力が-3.6kPa 程度まで上

昇すると，上面及び下面で圧力に乱れが生じ-4.0kPa 程度で

被害の発生が確認された．しかし，空隙率 24%では下面に生

じた圧力が-4.0kPa 程度から乱れが生じるものの，被害の発

生は-5.1kPa 程度からとなっており被害発生までの圧力差が

大きいことが見て取れる．また，空隙率 24％で作用する圧力

を確認すると（図－１３），上下の圧力が連動していることがわ

かる．空隙率 0％ではこのような連動は見られなかった．よっ

て，空隙率の大きいブロックほど急激な圧力差が生じず被害

を受けにくい．このことが空隙率によって被害率に差が生じた

要因であったと考える． 

 

３）洗掘防止マットの効果について 

洗掘防止マット無では，被害が発生すると急激に被害率

が上昇し，被害率 50％を越える結果となった．一方で，洗掘

防止マット有では，洗掘防止マット無と比較して，被害が発生

しても被害の上昇が抑えられていた．このことから，洗掘防止

マットを敷設することで，堤体背後の洗掘に対し効果があるこ

とを確認できた．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ 

模型実験より明らかとなった項目について以下に示す． 

①本防波堤の想定する二つのレベルの津波(設計津波，最

大クラスの津波)に対しては，堤体及び被覆ブロックは十分

な安定性を有していた． 

②被覆ブロックに空隙を設けることで，被覆ブロックの被害を

抑制する効果を有していた．本実験では，空隙率 0％の被

害発生時の水位差が水位差 0.41m であったのに対し空隙

率 24％では被害発生時の水位差が 0.63m となり，1.5 倍

程度の水位差まで抑制出来ていた． 

③洗掘防止マットを敷設することで被覆ブロックに対する被

害率の上昇を抑え，洗掘による被害を抑制できる効果を持

っていることも分かった． 

本防波堤のように設計津波を超える津波作用を受けた場

合でも減災効果の発揮が求められる防波堤においては，対

策の確実性を可能な限り高めることが重要である．そのため，

洗掘対策としての腹付工を基本とした対策には，被覆ブロッ

ク及び洗掘防止マットの敷設が有効であると考える． 
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図-１１ 被害率の関係図（洗掘防止マット） 

図-１２ 被覆ブロック上下の圧力変化（空隙率 0%，24%） 

図-１３ 被覆ブロック上下の圧力の連動（空隙率 24%） 
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別紙－１ 

火山岩類トンネルにおける時間依存性変状の発生

メカニズムの解明と地球化学的手法による評価 
 

 

山崎 秀策1・岡﨑 健治1・倉橋 稔幸1・伊東 佳彦2 

 
1国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ 防災地質チーム        

（〒062-8602 北海道札幌市豊平区平岸1条3丁目1-34） 

2国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所 地質研究監（〒062-8602 北海道札幌市豊平区平岸1条3丁

目1-34） 

 

 時間依存性を示すトンネル変状の事前評価手法の提案を目的として，掘削から約2ヶ月後に

変状が顕在化した国道トンネルを対象に，先進ボーリングコア試料の解析を行った.時間依存性

変状の発生は，掘削に伴う岩盤の緩み域において，硫化鉱物の酸化分解と酸性水による炭酸塩

鉱物の溶脱により岩石組織の脆弱化が生じ，それに伴い膨張性粘土鉱物の含水膨張が促進され，

緩み域が拡大し，膨張圧が増大したためと推定される.この酸化分解・溶脱・膨張のサイクルが

徐々に進行・拡大することが，時間依存性を示す理由と考えられる.また，変状発生個所の事前

評価法として，岩石の化学組成変化による指標化が有効であることが示された. 

 

キーワード トンネル変状，時間依存性，岩石学，鉱物組成分析，全岩化学組成分析 

 

 

1.  はじめに 

 

山岳トンネルの施工・管理においてしばしば問題とな

っているのが，路盤の盤膨れ，覆工のひび割れ・変形な

どのトンネル変状現象である．中でも，トンネル掘削後

あるいは施工完了から数日～数十年の時間が経過した時

点でトンネル変状が顕在化する「時間依存性変状」は，

事前調査および施工中の調査・計測による評価・検出が

困難であり，施工・共用時の経済性・安全管理に係わる

解決すべき課題である．時間依存性変状の発生事例とし

ては，新生代の火山岩・凝灰岩など火山岩類を主体とす

る地山での事例報告が大多数を占めている１）.また，時

間依存性変状の発生要因については，火山岩類の地層を

形成した火山活動に関連した熱水変質・鉱化作用との関

連性が指摘されているが２），時間依存性に関する地質

的要因を明らかにした事例は筆者の知る限り報告が無い.

そこで本研究では，火山岩地山における時間依存性変状

の発生メカニズムの解明とその事前評価方法の提案を目

的として，北海道の新第三紀中新世後期の火山岩類から

なる地山を掘削した山岳トンネルにおいて発生した時間

依存性変状について，トンネル掘削時に採取された先進

ボーリングコア試料の記載岩石学および地球化学的な解

析を行った. 

 

 

 

2.  調査トンネルにおける時間依存性変状の概要 

 

本研究の調査対象は，北海道石狩地方に 2014 年に完

成した延長約 3kmの国道トンネルである．北海道開発局

による施工情報によると，トンネル地山は，起点側から

終点側に向かう単斜構造を示し，岩種と変質程度により，

起点側より弱～中変質の安山岩溶岩・自破砕溶岩，非～

弱変質の安山岩・自破砕溶岩，非変質の安山岩溶岩に３

区分されている（図-1）．時間依存性変状は，トンネル

中央部の最大土被り部（厚さ約 330m）周辺の非～弱変

質の安山岩・自破砕溶岩内に位置する起点側抗口から

1600m付近（以下，起点側）および，土被り約 290m部の

1715m 付近（終点側）の 2 個所で発生した．変状発生区

間における先進ボーリング試料の調査報告書によると，

対象区間は孔内弾性波速度検層により起点側が Vp=3.5

（地山強度比 5.1）を示し，RQD(5)は平均で 99と亀裂が

ほとんど認められない．一方，終点側は，RQD(5)平均が

77 とやや亀裂が認められる．両変状区間ともに亀裂数

は周囲と変わらず，両区間の岩級区分は，周辺の健全部

と共に CII級と判定された．岩相の記載として，両変状

区間を含む区間は，暗灰色の安山岩礫・ブロックを不均

質に含む灰色の自破砕状安山岩が一様に分布しており，

炭酸塩鉱物脈および黄鉄鉱粒子を含むとされ，全体に亀

裂の少ない塊状岩盤であるが岩片は一部でやや軟質で，

容易に細粒化・泥濘化すると記載されている．また，起

点側変状区間では掘削時の切羽観察においては，先進コ
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ア試料に認められない変状区間内に最大厚 10 m 程度の

強変質軟弱部が出現するが，岩級区分に用いられた切羽

評価点は，起点側変状区間の 46.75～56，終点側は 39.5

～47.5と，変状区間内外（1500-1800m区間の統計として，

最低値 39.5，最大値 59.25，平均値 49.8±4.5[1σ]）で差

は認められず，変状発生区間は共に CIIパターンにて設

計・施工された．なお，本トンネルにおける CIIパター

ンでは，路盤の泥濘化や地山岩類が高いスメクタイト

（膨張性粘土鉱物）の含有量を示すことから，長期的安

定性確保のために全線でインバートの設置が行われてい

る． 

起点側における時間依存性変状の顕在化の経緯は，ト

ンネル掘削による切羽の通過から 55 日経過した時点で，

盤膨れに伴う支保の変状が発生したため，増しロックボ

ルトによる変状抑制工が実施された.その後インバート

コンクリートが打設されたが，切羽通過後 66 日目に，

打設されたインバートコンクリートに最大 10cm のズレ

が生じ，縫返し対策が実施された.終点側の変状区間に

おいても同様の経緯を示し，吹き付けコンクリートのク

ラックおよびロックボルトの破断が認められ，縫返し対

策が実施された. 

先行研究では，本トンネルにおける変状の発生要因は，

掘削に伴う周辺地山の緩みと粘土鉱物による膨張圧が複

合的に作用ためと推測されており，調査ボーリングによ

るコア試料の解析から，中～アルカリ性の熱水変質を受

けたデイサイトが，膨張性判定の指標３)となる 20%超の

スメクタイトを含有することが，膨張地圧の素因である

と報告されている４-５)．また，この変状発生区間の先進

ボーリングコアには，掘削直後は健全であった部分が膨

張した後，細かな岩片へと崩壊する現象が掘削後から数

日～数ヶ月以上の時間をおいて発生し，33 ヶ月経過し

た時点においても膨張・崩壊の進行が認められることか

ら，時間依存性変状の発生過程との関連性が指摘されて

いる（図-2）２）． 

 

 

3.  解析手法 

 

両変状区間を含む 1490-1760m の区間の先進ボーリン

グコア試料から 95 試料を採取し，偏光顕微鏡による岩

石薄片の記載，鉱物化学組成分析，全岩化学組成分析を

実施した．鉱物組成の分析は，めのう乳鉢・タングステ

ンカーバイト製スライドミルにて粉末化した試料を，ガ

ラス製ホルダーに充填した不定方位試料を，寒地土木研

究所設置の PANaritical社製 X線回折装置 Empyreanにて

測定した．全岩化学組成は，同じ粉末試料を油圧シリン

ダーにて加圧成形したペレット試料を，寒地土木研究所

設置の日本電子 JSX-3600II により検量線法にて定量分

析を行った． 

 

 

4.  結果 

 

(1)  先進ボーリングコア試料の記載岩石学的特徴 

先進ボーリングコア試料および岩石薄片の観察結果は以

 

図-1 調査トンネルの地質断面，事前調査結果（地山強度比・地山分類），施工パターンおよび切羽評価点 

 

図-2 変状発生区間近傍の先進ボーリングコア試料に

認められた膨張・崩壊現象の進行 
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下の通りである.起点側の変状区間内外の岩相は共通し

ており，球状～不規則形状の暗色包有物を多数伴った安

山岩～デイサイト質溶岩を主体とし，暗色包有物と同質

の玄武岩質塊状溶岩と，両者の中間的な組成をしめす玄

武岩質～デイサイト質溶岩部を不均質に伴う一様な塊状

溶岩の地層から構成されている(図-2).施工時のコア試

料観察結果では，自破砕状溶岩と記述されていたが，正

しくは自破砕状を示さない安山岩質の塊状溶岩である.

観察した範囲では岩相の差異によらず，石基組織は共通

して変質鉱物による交代のため，初性的な組織は不明瞭

である．また，2 次的な変質鉱物として，変状区間の内

外に共通して，粘土鉱物（スメクタイト類）・シリカ鉱

物（クリストバル石）による初性鉱物・火山ガラスの交

代が認められる.また，岩石の空隙や割れ目を脈～パッ

チ状に充填し，岩石組織を強固にセメント化している炭

酸塩鉱物（方解石）と，石基部に散在する硫化鉱物（黄

鉄鉱）も共通して認められる．一方で，変状区間付近の

試料に限り，数 mm～数 cm の硫化鉱物（白鉄鉱）脈の形

成が認められ，局所的な鉱化作用の存在が示唆される．

また，変状区間内近傍の特徴として，間隙を充填する炭

酸塩鉱物の周辺および全体に反応縁が認められ（写真-

2），一部では炭酸塩鉱物が完全に溶脱している様子が

認められる.コア試料において，炭酸塩鉱物の溶脱が顕

著に認められる個所では，空隙に硫酸塩鉱物（石膏）の

晶出を伴うことが多い. 

以上をまとめると，起点側の変状発生区間近傍は一様

に同種の安山岩～デイサイト質溶岩から形成されており，

初性的な構造や岩相の変化などが，時間依存性変状の要

因となったとは考えられない.一方で，2 次的な膨張性

粘土鉱物，炭酸塩鉱物，硫化鉱物などの出現は，トンネ

ルルートは広域的な熱水変質と局所的な鉱化作用の影響

化にあったことを意味しており，これら 2次的な変質鉱

物の存在が，時間依存性変状の発生要因に関わるもので

あると考えられる． 

 

(2)  鉱物組成・全岩化学組成分析結果 

変状発生区間近傍と健全部との比較においては，変状

発生区間周辺の変質鉱物組成に特徴的な変化が認められ

た．変状発生区間周辺では，硫化鉱物（黄鉄鉱・白鉄

鉱）と硫酸塩鉱物（石膏・鉄明礬石）が検出可能な含有

量で局所的に分布している（図-4）．また，各鉱物特有

のピークの高さを比較することで分かる，定性的な含有

量変化を見ると，膨張性粘土鉱物であるスメクタイトは，

変状区間内外で共通して高い含有量（恐らく 20％以

上）を示すが，起点側の変状区間近傍で周囲より若干含

有量が高い（図-4）． 

 

一方で，全岩化学組成の変化として，健全部（弱変質

部）と変状発生区間（強変質部）の試料による比較では，

Ca，Na，Mg，K，Sr，Ba の減少（溶脱）と S の増加（付

加）が認められた．S の付加は熱水変質・鉱化作用によ

り硫化鉱物が結晶化したためと考えられる．また，Na，

K などの溶脱は熱水との反応による斜長石の分解と粘土

鉱物による交代を，また Ca，Sr，Ba の溶脱は炭酸塩鉱

物の溶脱による流出によるものと解釈される． 

 

 

5.考察 

 

(1) 時間依存性変状の発生メカニズム 

先進ボーリングコア試料の偏光顕微鏡観察および鉱物

化学組成の変化より，変状発生区間近傍が 2次的な粘土

鉱物による交代と，硫化鉱物の鉱化作用を伴う広域的な

熱水変質の影響を被っていたことが明らかとなった．ま

た，炭酸塩鉱物（方解石）に反応縁が認められること

（図-2）は，炭酸塩鉱物の溶脱現象の存在を示唆してお

り，また，溶脱後に硫酸塩鉱物が新たに晶出しているこ

 
図-3 先進ボーリングコア試料の偏光顕微鏡写真（クロ

スニコル）．(a)変状区間外（起点から 1570m）の

方解石と比べて，(b)変状区間近傍（1592m）の方

解石には反応縁が認められる． 

図-4 回折 X線分析による鉱物含有量の定性的な変化傾向（凡例，●：安山岩溶岩,×:暗色包有物） 
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とから，硫化鉱物の酸化分解により放出された硫酸イオ

ンと，炭酸塩鉱物の溶脱に伴うカルシウムイオンとが反

応して石膏（化学式：CaSO4・2H2O）が生成されたと考え

られる.これは，硫酸性の酸性水が生成されていた証拠

である.また，回折 X 線分析の結果において，変状発生

区間近傍では硫化鉱物の含有量が高く，その酸化分解生

成物である石膏などの硫酸塩鉱物の含有が認められるこ

とと調和的である.この変状発生区間近傍の先進ボーリ

ングコア試料に認められた岩石組織および鉱物組成の変

化から，時間依存性変状の発生メカニズムは次のように

推定される（図-5）． 

対象トンネルにおける時間依存性変状の発生は，トン

ネル掘削による岩盤の緩み域に，水と酸素が供給される

ことで，変状発生区間周辺に局所的に存在した硫化鉱物

の酸化分解を生じた（図-5の 3）．硫化鉱物の酸化分解

は，硫酸性の酸性水を生成し，その酸性水により周囲の

硫酸塩鉱物の溶脱が生じる．そして，岩石組織を強固に

拘束していた炭酸塩鉱物が溶脱することで，元々高い含

有量で含まれていた膨張性粘土鉱物の含水膨張が可能と

なり，岩石の膨張・脆弱化がさらに進行する（図-5 の

4）．この硫化鉱物の酸化分解→炭酸塩鉱物の溶脱→膨

張性粘土鉱物の含水膨張のプロセスが繰り返されること

で緩み領域が拡大し，地山の膨張圧がトンネルの耐久力

を超えたことで，トンネル変状が顕在化したと考えられ

る．従って，時間依存性を示す理由は，硫化鉱物の酸化

分解の進行と炭酸塩鉱物の溶脱に時間が掛かったためで

あると考えられる. 

 

(2) 全岩化学組成による時間依存性変状発生可能性個所

の評価 

本研究のような岩石学的解析を行うことで，他の事例

においても時間依存性変状のメカニズムを解析すること

が可能であると思われる.しかしながら，実際のトンネ

ル調査・施工現場において，このような解析を高密度に

実施することは困難であろう.そこで実際の施工現場に

おいて，トンネル切羽の進行，先進ボーリングの調査期

間において十分対応可能な解析手法として期待されるの

が，蛍光 X線分析をはじめとした化学組成分析手法であ

る. 

本トンネルにおける変状発生は，熱水変質を起源とす

る膨張性粘土鉱物の高含有個所と，酸性水の起源となる

硫化鉱物の局所的な分布が重なった個所で炭酸塩鉱物の

溶脱が進むことで生じたと推測されるが，これを岩石の

全岩化学組成の視点から見ると，変状発生個所において，

熱水変質による粘土鉱物交代作用ではナトリウム，カル

シウム，ストロンチウムなどの変質により移動しやすい

元素が減少すること，硫化鉱物が存在する個所では硫黄

含有量が高いことが期待される.岩石の風化や変質を定

量化するために，変質により移動しやすい元素の挙動を

用いて，0-100 の数値などに指標化する手法が数多く提

案されている 6).本研究では Ishikawa et al.7)による変質

指標により膨張性粘土鉱物の交代を主とする熱水変質作

用の影響個所を指標値 40 を閾値として可視化し，さら

にそれに加えて硫化鉱物の分布と炭酸塩鉱物の溶脱個所

を，硫黄含有量とストロンチウム含有量の比が 10 を超

える個所として，変状が発生する可能性がある個所の抽

 
図-5 対象トンネルにおける時間依存性変状の発生メカニズムの模式図 

 

 

図-6 全岩化学組成（Mg, Ca, Na, Kによる変質指標と S/Sr比）による，時間依存性変状発生個所の評価 
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出を試みた（図-6）.両指標で抽出された分布域が重な

る範囲は，変状発生個所と比較的よく一致することから，

全岩化学組成を用いた変質・鉱化作用の指標化は，時間

依存性発生可能性個所の評価・検出法としてある程度有

効であると考えられる.今後の展開として，多種多様な

地山における同手法の適応可能性を検証を行い，全岩化

学組成による変質の指標化を切羽やボーリングコア試料

の評価の重み付け等に活用することで，トンネル掘削現

場における即時性の高い評価・検出法の提案を目指した

い. 

 

 

6. まとめ 

 

北海道の火山岩類を主体とする地山を掘削した国道ト

ンネルにおいて発生した時間依存性変状の事例を対象に，

先進ボーリングコア試料の岩石学的・地球化学的解析を

行った結果，以下の知見が得られた． 

変状発生区間近傍の解析から，時間依存性変状が発生

した区間は，特に強度の熱水変質と硫化鉱物の形成が生

じた領域として特徴付けられ，硫化鉱物の酸化と炭酸塩

鉱物の分解に続く粘土鉱物の含水膨張のサイクルが局所

的に継続することで，トンネル内空に時間依存性変状が

顕在化したと推定された. 

時間依存性変状が発生した区間の岩石組織・鉱物組

成・全岩化学組成の変化は互いによく対応していること

から，トンネル掘削現場に適応可能な簡便な化学組成分

析を調査手法として活用することで，これまで検出が困

難であった，時間依存性変状の事前評価・検出法として

活用できる可能性が示された． 
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長期暴露試験に基づく鋼管杭の被覆防食工法の

耐久性評価に関する研究（30年経過時の報告） 
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 海洋環境に位置する鋼構造物の防食方法として，海水中および海底土中部に対しては電気防

食工法，干満帯より上部の環境には被覆防食工法が適用されている．特に，後者の被覆防食工

法に対して，設計時および維持管理時に防食性能を評価する方法の確立が求められている．一

方，波崎海洋研究施設砕波帯総合観測用桟橋の鋼管杭には，各種の被覆防食工法が適用されて

いる．1984年から開始された長期海洋環境暴露試験は2014年度に30年が経過した．本研究では，

20年以上が経過した被覆防食工法を主対象として，海洋環境下における被覆防食工法の耐久性

評価および性能評価手法の確立を目的として，30年経過時に各種調査を行った．  
 

キーワード 海洋環境，鋼構造物，被覆防食，性能評価  
 
 

1.  はじめに 

港湾鋼構造物の中で，鋼管杭式および鋼矢板式構造物

の場合，集中腐食が生じやすく，激しく進行した際には

崩壊に至る場合がある．そのため，現在では電気防食工

法および被覆防食工法の 2種類が併用される．一般的な

適用範囲を図-1 に示す．電気防食工法については効果

も明確であり，性能低下の予測手法も明確である．一方，

被覆防食工法については，耐久性に優れてはいるものの，

その耐久性の検証が難しく不明確な点も多い．戦略的な

維持管理の実現のためには，劣化予測手法の確立が望ま

れるが，未だ確立されていない． 

 一方，波崎海洋研究施設砕波帯総合観測用桟橋（以下，

波崎観測桟橋）では，実際供用されている 47 本の鋼管

杭に多種の被覆防食工法を適用し，長期暴露試験を行っ

ている．この 30 年目に詳細調査を行った 1）．この際に

おいて，性能評価および劣化予測手法の確立を主目的と

して検討を行った． 

 

2.試験概要 

(1)波崎観測桟橋概要 

現地試験には茨城県の鹿島灘に位置する波崎観測桟橋

を使用している（図-2）．ここは海底の砂が大きく変動

する砕波帯を含む波浪海域で，大きな波浪や速い潮流が

直接桟橋に作用するため，防食工法の試験としては極め

て厳しい環境である．  

研究施設は，直径 600～800mm の鋼管杭の上にコンク

リート上部工があり，その上に PC 桁を乗せた構造であ

る（図-2）．全長は 427ｍで，47 本の鋼管杭（海上：杭

No.1～35，陸上：杭 No.K1～K12）が打設されている．こ

の鋼管杭に各種の防食工法を適用し，現地試験を実施し

ている．工法一覧を付表-1～2に示す． 

(2)対象とした主な被覆防食工法 

大きく分けると，塗装，有機被覆（ポリエチレン被

覆），有機被覆（水中硬化形被覆），ペトロラタム被覆，

無機被覆（コンクリート被覆）の 5 種類である． 以下，

各工法の概要を述べる． 

海上大気中

飛沫帯

干満帯

海水中

海泥中

L.W.L.

H.W.L.

L.W.L.－1 m

電気防食

被覆防食
（環境区分）

 

図-1 一般的な防食工法の適用範囲 

- 73 -



a)塗装工法 

鋼材表面の下地にジンクリッチプライマー（亜鉛末含

有塗料）等を塗布したのち，液体状あるいは半液体状の

状態の塗料を塗布する工法である．波崎観測桟橋に適用

されている代表的な塗装工法は，超厚膜型エポキシ樹脂

塗料，ガラスフレークエポキシ樹脂塗料，タールエポキ

シ樹脂塗料などがある． 

b)有機被覆工法 

ポリエチレン被覆，水中硬化形被覆などの有機系材料

により鋼材表面を被覆する防食工法で，塗装と比べ，膜

厚が 2～10mmと厚く施工される．  

①ポリエチレン被覆 
耐久性，耐海水性および耐候性に優れた防食工法であ

り，新設構造物に工場施工により適用される． 

②水中硬化形被覆 

水中硬化形被覆は，水中硬化形塗料を鋼材表面に塗布

し，厚膜に形成させたものである．施工例を図-3 に示

す．現場での水中施工が可能な工法である． 

 c)ペトロラタム被覆工法 

ペトロラタム（石油系のワックスの一種）を主成分と

する防食材およびそれらを保護するカバーの組合せによ

る防食工法であり，現場での適用が可能な工法である．

ペトロラタム被覆の模式図を図-4に示す．  

d)無機被覆工法 

セメントモルタルや鉄筋コンクリートおよび金属を含

む無機系の材料で被覆する防食工法である．セメントモ

ルタルやコンクリートの持つ強いアルカリ性により被覆

材内部の鋼材表面に形成される緻密な不動態皮膜により

鋼材面が保護される．現場での適用が可能な工法である．

波崎観測桟橋に適用されているコンクリート被覆の外観

を図-5に示す． 

 

3.調査結果概要 

各工法に対し，30 年程度が経過した際の状況，性能

評価手法の現状と課題等について述べる． 
(1)塗装 

複数の塗装のうち，一例として超厚膜形被覆（杭

 

図-3 水中硬化形被覆の施工例 

 

図-4 ペトロラタム被覆の模式図 

 

 
スタッドジベル 

 
図-5 コンクリート被覆 

（No.18：30年） 

 

被覆防食

摩耗カバー

鋼管杭

φ600～
800mm

+5.15

H.W.L.+1.40
L.W.L.±0.00

-17.5
 

図-2 波崎観測桟橋概況（左：全景，右：断面図の一例） 
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No.K3）の 29年後の外観を図-6に示す．なお，色の違う

部分は過去の試験後の補修跡である．塗装表面に鋼材の

腐食は見られず，29 年間にわたり，防食効果が維持さ

れていた．ただし，被覆中への塩分の浸透などの変状が

見られ，性能低下の傾向が現われ始めている 1）． 

図-7 は，従来よりも広範囲の周波数（1～105 Hz）の

交流電圧を付加した際の，塗装下の鋼材部のインピーダ

ンス特性の一例である．この図において，右上にあるほ

ど塗膜が健全（抵抗大，膜厚大）で，左下にあるほど塗

膜性能が低下（抵抗小，膜厚小）していることを意味す

る．K3 杭（超厚膜形被覆）の結果（図中 K3-1～4）にお

いて，経過年数の少ない C5塗装系（杭 No.K9）に比べ，

若干性能が低下している．この結果は，前述のように，

塗膜内に塩分浸透が見られたことと一致する． 

このように，上記のインピーダンス測定手法により，

塗装性能がより正確に把握できる可能性が示された．た

だし，現地計測の精度向上が課題である． 

 

(2)有機被覆（ポリエチレン被覆） 

ポリエチレン被覆（杭 No.31）の 30年後の外観を図-6

に示す．鋼材の腐食は見られず，30 年間にわたり，防

食効果が維持されていた．また，FT-IR（フーリエ赤外

分光法）分析により，ポリエチレンの紫外線劣化の有無

を確認したところ，表層付近において変状が確認されな

かった 1）．  

図-8 は，現地より採取した試料に対して測定した，

体積固有抵抗の経時変化を示す．経時的な性能低下が確

認された．ただし，防食性能の限界と考えられる値

（1.4×108 Ωcm1））は上回っていた．この体積固有抵抗

を用いると，ポリエチレン被覆の性能低下が把握できる

可能性がある．ただし，現地計測の精度向上が課題であ

る． 

また，ポリエチレン被覆工法については，補修時に多

        

種類 超厚膜形 

(K3) 

ポリエチレン 

(31) 

水中硬化形 

(18) 

年数 29年 30年 30年 

図-6 被覆外観 

 

 
図-7 インピーダンス測定結果例（K3杭） 
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図-8 体積固有抵抗の経時変化 

（ポリエチレン被覆） 
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図-9 絶縁抵抗の経時変化（水中硬化形被覆） 
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用される材料との接着性が良好ではなく，補修工法の確

立が課題とされている．波崎観測桟橋においても，樹脂

補修工法の検討を行っているが，十分な耐久性を有する

方法は現状で確立されていない 1）．なお，最近の実構

造物においては，ポリエチレン被覆から，補修性に優れ

るウレタンエラストマー被覆に移行しつつある． 

 
(3)有機被覆（水中硬化形被覆） 

複数の水中硬化形被覆のうち，パテタイプ（杭

No.18）の場合の 30 年後の外観を図-6 に示す．20 年経

過時には良好な防食状態であったが，30 年経過時にお

いては外観上，一部に変状が見られ，塗膜性能において

も絶縁抵抗，塩化物イオンの侵入深さなどにおいて，明

確な性能低下が確認された 1）． 

図-9 は，現地で測定した絶縁抵抗の経時変化を示す．

経時的な値の低下が確認されており，30 年経過時には，

防食性能の限界と考えられる値（108 Ωcm2 2））を下回

っていた．この絶縁抵抗を用いると，水中硬化形被覆の

性能低下が把握できる可能性がある．ただし，現地計測

の精度向上が課題である．また，絶縁抵抗のほか，塗膜

中への塩化物イオンの侵入深さも有用であることが確認

された．  

また，防食性能に関して，施工時の鋼材表面処理が大

きく影響することが改めて確認された． 

 

(4)ペトロラタム被覆 

ペトロラタム被覆（杭 No.6,13,14）の経年後の外観を

図-10 に示す．カバー材は概ね健全であったが，カバー

を固定するボルトなどの付属品に劣化が確認された． 

ペトロラタム被覆の防食性能評価指標として，ペトロ

ラタム材中の油分残存率が用いられており，80％が目安

とされる 3）．図-11 は，波崎観測桟橋および実構造物 4)

より採取した試料中の油分残存率と腐食の関係を示す．

油分残存率が 60～100％の値であるが，明確な腐食が確

認されたのは全体で 1割強（0.13）であり，油分残存率

が 80％以上の場合もごく一部で腐食が確認された．一

方で，油分残存率が 80％以下で腐食していないものが 9

割程度であった． 

油分残存率はそもそも測定精度が高くなく，また，本

指標以外にもペトロラタム被覆の劣化要因が存在してい

る等，ペトロラタム被覆の性能評価における課題が多い

ことが改めて確認された．今後は，本被覆の劣化メカニ

ズムについての検討を行い，性能評価方法を確立させる

必要がある． 

 
(5)無機被覆（コンクリート被覆） 

コンクリート被覆（杭 No.29）の 30年後の外観を図-5

に示す．外観上の変状もなく，良好な防食性能を保持し

ていることが確認された． 

コンクリート被覆の防食性能評価指標として，鋼材表

面の塩化物イオン濃度がが用いられており，港湾構造物

の場合，2kg/m3を上回ると腐食が開始するとされている

 

   

カバー 

種類 
PE(13) FRP(14) TI(6) 

年数 27年 12年 29年 

   図-10 ペトロラタム被覆外観 
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図-11 油分残存率と腐食の関係 
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図-12 コンクリート被覆中の塩化物イオン濃度分布 
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5）．図-12 は杭 No.29 のコンクリート中の塩化物イオン

濃度分布である．表面から 150mm（コンクリート厚さ）

の位置が鋼材表面であるが，10kg/m3 以上の高濃度の値

となっている．このように，海水中及び干満帯にあるコ

ンクリート被覆では，塩化物イオンが鋼材表面において

高濃度となっても鋼材表面に顕著な腐食は確認されなか

った．この理由の１つとして，コンクリートが湿潤して

いたため，鋼材表面に酸素が不足していたことが考えら

れる． 

また，鋼材表面で塩化物イオン濃度が増加している．

これは，鋼材とコンクリートの界面から塩化物イオンが

浸透したためと考えられる．この現象は，同じ無機被覆

であるモルタル被覆（FRP カバー有り）の場合にも見ら

れる．同様な傾向が見られた実構造物の場合の一例を図

-13に示す 4）． 

通常，塩化物イオン濃度の侵入は Fick の拡散則に従

うとされ，海水が供給されるコンクリート被覆表面が最

も高く，内部に行くにつれて濃度が下がる．そのため，

Fick の拡散方程式の解を用い，将来の鋼材位置の塩化

物イオン濃度を予測し，鋼材腐食発生時期を予測する方

法が一般的に用いられている．しかし，今回のように鋼

材界面からも侵入が見られるため，この影響についても

考慮する必要がある．また，鋼材腐食が開始する濃度に

ついても，現状では不明確であり，鋼材位置の塩化物イ

オン濃度が予測できたとしても，腐食が開始する時期を

推測することが現状では困難である． 

以上より，コンクリート被覆の場合において，塩化物

イオンの浸透による鋼材腐食発生時期の予測が難しいこ

とが示唆された．本予測手法の高度化に関して，室内試

験では検討が難しく，実構造物を用いた調査を行い，検

討を行う必要があると考えている． 

 

4.おわりに 

波崎観測桟橋での暴露試験の結果，30年の長期にわた

り，防食性能を発揮している工法が多数存在した．今後

も試験を継続することで，より長期の耐久性評価が可能

となる．その成果は，被覆防食工法の期待耐用年数3）の

評価の際の参考資料になり得る． 

被覆防食工法の性能評価手法に関しては，工法によっ

付表-1 海上杭に適用された被覆防食工法一覧 

防食工法 工 法 名 杭No. 

有機被覆工法 

防食シート接着被覆工法 1,2 

チタン箔＋重防食塗装工法 6 

チタン箔＋無溶剤塗装工法 7 

水中硬化形被覆工法 3,7,9,10,11,15,18,27,28 

改良ウレタン系カバーリング工法 21 

極厚マスチック防食工法 27,28 

ポリエチレン被覆工法 31,32,33,34,35 

ペトロラタム 

被覆工法 

PE工法 3,13 

耐海水性ステンレスカバー工法 5 

一体成型防食工法（A法、B法） 6,24 

FRPカバー工法 
12,19,20,22 

14 

APC工法 16 

チタンカバー工法 
23,26,30 

25,29 

無機被覆工法 

ダクタルカバーモルタル被覆工法 2 

セメントモルタル／FRPカバー工法 4,8 

電着工法 9,10,11 

チタンカバーモルタル被覆工法 16 

GRC補強カバー工法 17 

コンクリート被覆工法(CRUS工法) 29 
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図-13 モルタル被覆中の塩化物イオン濃度分布の 
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て，評価の際の指標となり得るパラメータが抽出できた

ものと，現状では課題の多いものに分かれた．1.でも述

べたように，被覆防食工法に対して求められている，性

能評価手法および将来予測方法の確立に向けて，今後も

継続して検討を行い，手法の確立を実現したいと考えて

いる． 

なお，波崎観測桟橋のみの調査結果では普遍的な知見

とは言い難いため，一般の港湾鋼構造物での調査結果
4）と比較検討しながら，評価指標の適用性の検討を行っ

ていく必要があると考えている． 
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付録 

 海上杭に適用された被覆防食工法一覧を付表-1 に，

陸上杭に適用された被覆防食工法一覧を付表-2 に示す． 
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杭No. 工法名

K1 超厚膜型エポキシ樹脂塗装工法

K2 超厚膜型エポキシ樹脂塗装工法

K3 超厚膜型エポキシ樹脂塗装工法

K4 ガラスフレークエポキシ樹脂塗装工法

K5 超厚膜型エポキシ樹脂塗装工法

K6 タールエポキシ樹脂塗装工法

K7 タールエポキシ樹脂塗装工法

K8 ガラスフレークエポキシ樹脂塗装工法

K9 C5塗装系塗装工法

K10 ガラスフレークポリエステル樹脂/ふっ素樹脂塗装工法

K11 湿潤面用エポキシ樹脂塗装工法

K12 ガラスフレークエポキシ樹脂塗装工法  
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鋼繊維補強コンクリート舗装を用いた 
鋼床版疲労対策技術の実態調査 

 
 

佐藤 歩1・玉越 隆史1・村越 潤2 
 

1土木研究所, 構造物メンテナンス研究センター（〒305-8516茨城県つくば市南原1-6） 

2首都大学東京大学院, 都市環境科学研究科（〒192-0397東京都八王子市南大沢1-1） 

 

 近年，高度経済成長期に建設された鋼橋では様々な部位に疲労損傷が顕在化している．一方

で，疲労対策技術については，要求性能・性能評価法が系統立てて整理されておらず，標準化

に至っていないものもあり，疲労対策技術の標準化に向けた検討が必要となっている．著者ら

は，鋼床版デッキ進展き裂の対策のうち，SFRC舗装をはじめとしたコンクリート系舗装による

鋼床版疲労対策技術の標準化を目指して，要求性能・性能評価法の検討を進めている．その一

環として，代表的なSFRC舗装を例に，補強効果に影響を及ぼす因子として考えられる舗装のひ

び割れや舗装とデッキの接着接合面の経年劣化に着目し，現地調査や，製作から約9年が経過し

た屋外暴露履歴がある試験体のSFRC舗装とデッキプレートの接着接合面の引張強度計測を実施

した．その結果，SFRC舗装にひび割れが生じる鋼床版の構造的要因や，実環境よりも小さいと

考えられる環境負荷でも接合面の強度が低下することを明らかにした．  
 

キーワード SFRC舗装，現地調査，接合面，引張強度，経年変化 

 
 

1.  はじめに 

 近年，高度経済成長期に建設された道路橋の高齢化が

進む中で，鋼橋では様々な部位に疲労損傷が顕在化して

おり，供用性に支障を来す事例や対策に多大な負担がか

かる事例も見られ始めている．また，損傷の特徴として，

これまで事例の少ない部位における疲労損傷の顕在化も

懸念され，維持管理負担軽減を図るための点検，診断，

補修補強の技術開発に着実に取り組むことが必要とされ

ている． 
交通条件の厳しい鋼床版橋では，輪荷重直下において

溶接各部に疲労損傷が報告されている．図-1に閉断面リ

ブ（以下，Uリブ）を有する鋼床版に発生している主な

疲労き裂を示す．このうち，輪荷重直下のUリブとデッ

キプレート（以下，デッキ）の片側すみ肉溶接のルート

部には，板厚方向に進展しデッキ表面に至るき裂（以下，

デッキ進展き裂）と溶接ビード内に進展しビードを貫通

するき裂（以下，ビード進展き裂）の主に2種類のき裂

が報告されている．特に，デッキ進展き裂については，

通常の目視点検では発見困難であることや，き裂がある

程度進展するとデッキが陥没し，車両通行を妨げ，第三

者被害につながる恐れがあり，これまで様々な機関で検

討や対策が講じられてきた．デッキ進展き裂の発生メカ

ニズム及び原因を究明するため，著者らは，3次元FEM
解析や実大鋼床版試験体を用いた静的載荷試験及び輪荷

重走行試験を行い，デッキ進展き裂の原因は，輪荷重に

より生じる溶接部近傍の局部的な板曲げ変形に伴うルー

ト部の応力集中であることを明らかにした1)． 
新設橋梁に対しては，より確実に耐久性向上が期待で

きる対策の確立を目的に，国土技術政策総合研究所が，

疲労耐久性に支配的な役割を果たすと考えられるトラフ

リブとデッキの板厚に着目して，横桁交差部の部分供試

体を用いた定点載荷疲労試験と実物大供試体を用いた輪

荷重走行試験を実施し，これらの組合せ条件が鋼床版の

疲労耐久性に及ぼす影響を観察した2)．その結果，鋼床

デッキプレート

Ｕリブ

垂直補剛材

横リブ

 
デッキプレート 

Ｕリブ 

亀裂 

ルート部 

溶 
接 
ビ ー ド 

ビード 

進展き裂 

デッキ
進展き裂

図-1 Uリブを有する鋼床版で発生している 

主な疲労き裂 
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版の疲労損傷事例の多くがデッキ板厚12mmの場合で報

告されているのに対し，デッキ板厚を16mm以上として

デッキの剛性を高めることで，デッキの局部変形が抑制

され，疲労損傷の発生リスクを低減できることを明らか

にした．その成果は，平成24 年に改訂された道路橋示

方書・同解説3)に反映されており，閉断面リブを使用す

る場合，大型自動車の輪荷重が常時載荷される位置直下

のデッキ板厚は16mm 以上とすることを標準とすること

が解説に記されている． 
既設橋に対しても，同様に，既存のアスファルト舗装

を，剛性が高くかつ比重のほぼ変わらない鋼繊維補強コ

ンクリート（以下，SFRC）舗装に置き換え，鋼床版と

合成させることにより，き裂発生の原因と考えられてい

るデッキの局部変形や着目部の応力を低減させる対策工

法が提案されている． 
著者らは，同工法の実橋への適用を進めるにあたり，

デッキを同一材料（鋼材）で増厚化する対策とは異なり，

コンクリートや接着材等，鋼材以外の材料も組み合わせ

て補強に必要な剛性を確保する同工法の耐久性に係る信

頼性を確保するために，SFRC舗装の耐久性評価に関す

る各種の実験的・解析的検討を進めてきた．また，それ

らの試験結果や既往の調査研究，施工事例の技術的知見

を踏まえ，同工法を適用する場合の基本的な考え方，概

ね妥当と考えられる材料，構造細目，及び個別橋梁の構

造・施工条件に応じた設計・施工上の留意点をマニュア

ルとしてとりまとめた4)． 
一方で，補強効果の評価方法や閾値，補強効果を得る

ために舗装に求められる剛性や厚さ，耐久性等の要求性

能や，その性能評価方法等については確立されておらず，

対策の標準化には至っていないのが現状である． 
その結果，使用する材料・仕様は現場条件により様々

に改良され5)-7)，性能を評価するための解析条件や試験

条件等は，機関によっても異なっており，中には実橋で

の試験施工後，間もなくコンクリート系舗装に損傷が発

生した事例も存在する8)．  
以上を踏まえて，コンクリート系舗装による鋼床版補

強工法の標準化を図るため，同工法を適用する際の要求

性能・性能評価法を提示することを目的とした検討を進

めている．それらの検討の一環として，約10年前から実

橋での適用が進められている同工法の実態を把握するた

め，代表的なSFRC舗装を例に，補強効果に影響を及ぼ

す因子として考えられる舗装のひび割れや舗装とデッキ

の接着接合面（以下，接合面）の経年劣化に着目し，現

地調査及び屋外に暴露された実大鋼床版試験体上面に敷

設したSFRC舗装接合面の引張強度計測を実施した． 
 

2.  現地調査 

舗装の剛性を高めることにより，デッキの局部変形を

抑制して着目部の応力低減を図る同工法において，舗装

にひび割れが発生・進展して剛性が低下した場合，その

程度によっては十分な補強効果を得ることができない可

能性がある．また，ひび割れからの水の浸入により，接

合面の強度が低下する懸念もある．そのため，同工法に

おける要求性能を検討する上で，ひび割れの制御は重要

な課題である．本研究では，ひび割れ発生に対する鋼床

版の構造的な要因や，経年的なひび割れの進展性状に着

目し，SFRC舗装の現地調査を実施した．  
 
(1)   調査対象橋梁及び調査方法 
 現地調査を実施した鋼床版橋の一覧を表-1に示す．前

述のとおり，現在，SFRCの舗装構成は，既設アスファ

ルトの全厚をSFRC舗装に置き換える一層構造と，基層

がSFRC，表層がアスファルト舗装の二層構造の2種類の

仕様が適用されている． 
本研究では，外観からひび割れや摩耗等の状況を観察

できる一層構造を調査対象とした．調査方法は，歩道部

から可能な限り近接しての外観目視とした． 
 
(2) 調査結果 

調査した結果，舗装施工後，約5～10年経過した橋梁

では，SFRC表面に橋軸方向や橋軸直角方向のひび割れ

が見られた．橋軸方向のひび割れは輪荷重位置付近の主

桁直上等に，橋軸直角方向のひび割れは橋や部位により

異なるが横リブ直上や全長にわたって発生している状況

が確認された．例として，表-2に既設橋の疲労対策とし

て国内で初めてSFRC舗装が適用されてから約10年が経

過しているS橋について，2014年度に道路管理者により

実施された橋梁点検のひび割れ図（一部抜粋）と，前回

調査時（2010年2月）と今回調査時（2015年11月）に確

認したひび割れ状況写真を示す．また，上部工断面と概

略の輪荷重位置を図-2に示す．なお，前回と今回の調査

  

S橋 H17 10年 3径間連続鋼床版箱桁橋2連 80～90mm 超速硬
9.0φ×40
（300mm間隔）

エポキシ樹脂系
（全面塗布）

CFRP筋
（全面）

O橋 H19 8年
3径間連続鋼床版箱桁橋，
単純鋼床版鈑桁橋2連

75mm
早強

（膨張材使用）

9.0φ×30
（300mm間隔）

エポキシ樹脂系
（全面塗布）

CFRP筋
（主桁直上）

T橋 H21～H22 5～6年 3径間連続鋼床版箱桁橋 80mm
早強

（膨張材使用）

9.0φ×40
（300mm間隔）

エポキシ樹脂系
（全面塗布）

CFRP筋
（主桁直上）

N橋 H27 1年未満 2径間連続鋼床版箱桁橋 75mm 超速硬
9.0φ×40
（300mm間隔）

エポキシ樹脂系
（全面塗布）

CFRP筋
（主桁直上）

施工時期橋梁名
経過年数
（H27時点）

負曲げ域
補強筋

橋梁形式
SFRC
舗装厚

セメント
の種類

接着材
スタッド

（舗装端部及び打継目部）

表-1 現地調査対象橋梁 

- 80 -



結果を比較したところ，ひび割れの著しい変化は見られ

なかった． 
経年的な変化は今後も追跡していくことが重要と考え

られるが，現地調査の結果から，舗装に発生するひび割

れの構造的な要因としては，車輌が通過する度に，主桁

ウェブや横リブウェブ等を支点としてデッキ及びSFRC
舗装が負曲げ変形をすることで舗装表面に引張応力が繰

り返し作用したことが考えられる．ひび割れが生じるこ

とによる舗装の剛性低下量や補強効果への影響は，現時

点で明確ではなく，補強工法としてひび割れの発生・進

展をどこまで許容するかについては，引き続き検討が必

要と考えられる．  
 

3.  SFRC舗装接合面の引張強度計測 

 

 文献4)では，環境負荷に対する接合面の耐久性の性能

評価手法として，接合面を模擬した小型試験体による環

境負荷試験で確認することとしている．一方で，現場に

おける様々な条件に対して，十分な耐久性を有している

ことを検証することは容易ではなく，室内での環境負荷

条件と，実際の環境負荷条件との関係性については，必

ずしも明確でないのが現状である．本研究では，数年間

実環境下に晒された接合面の強度の経年的な変化に着目

し，屋外暴露試験体接合面のコア抜き引張試験を実施し

た． 

 

 (1)  試験体の概要 

 対象とした既存試験体は2007年10月に製作し，2007年

12月から2008年3月にかけて輪荷重走行試験を実施した

ものである9)．当時の試験体の形状寸法を図-3に示す．

試験ケースは，主桁により支持される鋼床版上のSFRC舗

装に負曲げが作用する場合（Case1）と正曲げが作用す

る場合（Case2）の2ケースとし，両ケースにおいて舗装

上に水張りをした状態を含め200万回の輪荷重150kN 載

荷を実施している。試験時及び試験終了直後に，コア抜

表-2 橋梁点検結果のひび割れスケッチ図と主な損傷状況写真 

今回調査時に確認した損傷状況

・橋軸方向のひび割れ

・橋軸直角方向のひび割れ

ひび割れ（橋軸，橋軸直角）：輪荷重位置付近 ひび割れ（橋軸）：輪荷重位置付近 ひび割れ（橋軸直角）：全径間にわたり発生

今回調査時
(対策後10年経過：

2015.11)

損傷図の抜粋

H26橋梁点検時
(対策後9年経過：

2014.6)

主な損傷状況写真

前回調査時
(対策後5年経過：

2010.2)

※損傷位置（○）と輪荷重位置（赤：前輪，青：後輪）

図-2 上部工断面図及び概略の輪荷重作用位置 
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き引張試験を実施したが、すべての試験箇所のコアにお

いてSFRC 内で破壊が生じており材質破壊であり、かつ、

輪荷重の載荷部、非載荷部での特段の強度差は見られな

かった。 

その後，土木研究所敷地内に約2年間屋外暴露した後

（2010年7月）に，図-3に示す位置においてコア抜き引

張試験を実施し，屋外暴露後においても有意な強度低下

がないことを確認している9)．  

2010年7月に同試験体よりSFRC舗装とデッキを含む一

部分をカッターで切り出した試験体4体（図-3破線部）

が土木研究所実験棟内に約5年間保管されている状況で

ある．なお，実験棟内保管期間において，切り出し試験

体デッキ下面温度を一定期間計測し，その時の外気温と

の関係から，切り出し試験体デッキ下面の温度履歴を推

定したところ，最高温度約27℃，最低温度約12℃であっ

た．都市内高速道路におけるSFRC舗装内部での温度計測

結果では，高温側は約50℃，低温側は約-2℃であり，計

測位置による違いはあるが，実験棟保管期間中に切り出

し試験体が受けた温度変化の繰り返しによる環境負荷は，

実橋に比べて小さかったと考えられる． 

 

 (2)  試験方法 

試験状況を写真-1に示す．試験方法は，過年度に実施

したコア抜き引張試験3)と同じとし，コアカッターを用

いてφ100mm の切り込みをデッキ上面に達するまで入れ，

毎秒0.1N/mm2 の載荷速度で荷重を載荷し，デッキとSFRC 

舗装の接着接合面が破壊するまで試験を行い，破壊時荷

重を計測した． 

過年度のコア抜き引張試験は，輪荷重走行試験時（室

温11～28℃）と，2年間屋外暴露後（外気温24～25℃）

に実施した．今回の試験では，試験時温度をパラメータ

とし，恒温室で試験体が所定の温度になるまで1日以上

保管し，常温（20℃）での引張試験を主体に行うととも

に，高温（50℃），低温（-10℃）を追加した計3ケース

を実施した．試験体数は，各ケースにつき6体とした． 

図-3 既存SFRC舗装敷設鋼床版試験体の形状及び切り出し試験体（No.1～4の破線枠）の採取位置 

：輪荷重走行試験時コア抜き位置(2007,2008年) 

：2年間屋外暴露後コア抜き位置(2010年) 

 

No.1 

No.3 

No.4 

No.2 

C
as

e1
C

as
e2

：輪荷重走行試験時コア抜き位置(2007,2008年) 

：2年間屋外暴露後コア抜き位置(2010年) 

写真-1 試験状況 
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(3)  試験結果 

試験結果を表-3に示す．また，試験後のコアの破断面

状況の例を写真-2に示す． 
 

a)試験時温度による比較 

試験時温度毎の引張強度の関係を図-4に示す．試験時

温度が高温になるにつれて，引張強度は低下する傾向に

ある．写真－2より，コア側とデッキ側ともに概ねコン

クリート面が観察できる．また，使用している接着材は

青色であり，破断面に存在していればその部分が青く見

られることになる．コア側において，破断面全体の面積

のうち接着材が付着していない部分の面積の割合（以下，

面積割合）を表-3中に示す．接着材の破壊性状は，その

破壊位置により，一般に界面破壊（接着材と被着体との

界面で破壊），凝集破壊（接着層内で破壊），材質破壊

（被着体内で破壊）の状態に分類される9)．本研究では，

文献9)を踏まえて，破壊面での材質破壊（接着層に沿っ

たSFRC内での破壊）の面積割合が100%に近い場合に被着

体と同等以上の強度が得られていると考え，良好な接着

性能を有していることの目安とした．ほとんどの破断面

には接着材の点在が見られ，接合面からわずかにSFRC側

に入った部分で破壊している．したがって，温度増加と

ともに強度は低下傾向にあるが，少なくとも接合面の強

度自体は接合面近傍のSFRC部分の強度と同等以上の強度

を有していると考えられる．  

 

b)経過年数による比較 

図-5に，引張強度の経年変化を示す．過年度に実施し

た輪荷重走行試験時及び2年間暴露後のコア抜き引張試

験9)では，引張強度の平均値はほぼ同程度の値を示して

おり，有意な変化は確認されなかった．一方，今回実施

したコア抜き引張試験（試験時温度20℃）の引張強度の

平均値（2.50N/mm2）は，輪荷重走行試験時（2008年）

から約21%，2年間暴露後（2010年）から約24%低下して

いた． 

今回使用した試験体は，輪荷重載荷位置から離れてお

り，目視で確認する限りひび割れもなかったことから，

水や荷重繰り返しの影響は受けにくい部位であったもの

鋼
床
版
デ
ッ
キ
側 

 
   

SFRC

コ
ア
側 

 

No.3-5(3.69N/mm2)  No.3-3(2.68N/mm2) 

(b)試験時温度-10℃ 

No.1-1(2.93N/mm2) No.2-2(2.04N/mm2) 

(a)試験時温度20℃ 

写真-2 試験後のコアの破断面状況の例（各ケースのうち引張強度が最大と最小の試験体） 

No.4-1(2.29N/mm2)  No.4-6(1.78N/mm2) 

(c)試験時温度50℃ 

※( )内は20℃の引張強度の平均値を1.0とした 

場合の，各試験温度の平均値を示したもの． 
0

2

4

6

引
張

強
度

（
N

/m
m

2 ）

平 均 3.23(1.36)
標準偏差 0.42

平 均 2.37(1.00)
標準偏差 0.31

平 均 2.06(0.86)
標準偏差 0.17

-10℃       20℃     50℃ 

試験温度 

図-4 試験時温度毎の引張強度 

※ No.2-1～2-3については，デッキ側の面積割合を（ ）内に記載 

引張強度

(N/mm2)

1-1 2.93 98
1-2 2.29 95
1-3 2.29 95
2-1 2.62 97(96)
2-2 2.04 97(95)
2-3 2.06 95(94)
3-1 3.31 95
3-2 2.68 100
3-3 2.68 91
3-4 3.31 94
3-5 3.69 91
3-6 3.69 94
4-1 2.29 100
4-2 2.17 98
4-3 2.04 97
4-4 2.17 97
4-5 1.91 99
4-6 1.78 89

2

20℃ 17.0%

試験時
湿度

1

3

4

51.7%

23.8%50℃

-10℃

No. 試験体
No.

試験時
温度

破壊位置の

面積割合※

(%)

表-3 コア抜き引張試験結果 
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と推測されるとともに，2 年間屋外暴露後，実験棟内で

約5 年間保管していたため，日射や雨水の影響は屋外に

比べて小さいと考えられる．ただし，前述のとおり，過

年度の試験結果と比べてわずかながら強度が低下してい

る傾向が見られた．なお，別途実施した今回の試験体と

概ね同じ仕様で製作した小型試験体の環境負荷試験では，

環境負荷をかけた場合に引張強度が低下する傾向は確認

されていない10)．実橋がおかれている環境条件は，更に

厳しいことが想定され，接合面の強度が低下し，SFRC舗

装と鋼床版の一体性が失われた場合，補強効果の低下や，

接着材とデッキの界面で剥離した場合には，デッキ上面

の腐食による減厚等の懸念が考えられる．経年的に接合

面の強度が低下した要因について，引き続き分析し明ら

かにするとともに，その知見を踏まえて，耐久性に関す

る適切な性能評価手法を検討する必要がある．  

 

4.  まとめ 

 

コンクリート系舗装による鋼床版補強工法の要求性能

や性能評価法の，代表的なSFRC舗装を例に，現地調査及

び屋外に暴露された実大鋼床版試験体上面に敷設した

SFRC舗装とデッキプレートの接着接合面（以下，接合

面）の引張強度の経年変化計測を実施した．本研究によ

り得られた結果をまとめると，以下のとおりである． 

 

1) コンクリート舗装に生じるひび割れの発生において，

直下の鋼床版の構造や輪荷重の影響を無視できな

い．現地調査で確認したひび割れの要因としては，

車輌が通過する度に，主桁や横リブのウェブ等を

支点としてデッキと接合されたSFRC舗装が負曲げ変

形をすることで，舗装表面に引張応力が作用した

ことが考えられる．  
 

2)  実環境下で約2年間暴露された履歴を持つ試験体接

合面は，コア抜き引張試験での破壊形態（SFRCの
材質破壊）から推定すると，SFRCの打設から約9年
が経過した現在でも，SFRCと同等以上の引張強度

を有している． 
 
3)  2)と関連して，接合面の引張強度の平均値は，過年

度に計測した値と比べると20%程度の低下が見られ

た．一方で，過年度に実施した今回の試験体と概

ね同じ仕様で製作した小型試験体接合面の環境負

荷試験では，引張強度の低下は確認できていない．

強度低下の要因は，現時点で明確でないが，実橋

の環境負荷は，更に厳しいことが想定されるため，

今回の知見を踏まえて，性能評価試験における適

切な環境負荷条件を検討する必要がある．  

 

謝辞：本稿の一部は，平成27 年度建設技術研究開発費

補助金「鋼床版の疲労損傷に対するコンクリート系舗装

による補強技術の性能評価に関する研究」の一環として

行ったものである． 
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クリートの開発，土木学会第 67 回年次学術講演会講演概要
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8) 杉山裕樹，上見範彦，岩橋圭介，米谷作記子，國松俊郎：

疲労対策として実橋で試験施工したゴムラテックスモルタ

ル舗装の損傷調査，土木学会第 65 回年次学術講演会講演概
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10)佐々木寛幸，佐藤歩，村越潤，小野秀一，森猛：小型試験

体による SFRCと鋼板との接着材接合面の強度及び耐久性に

関する実験的検討，第九回道路橋床版シンポジウム論文報

告集，2016.7.（投稿中） 

図-5 引張強度の経年変化 
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別紙－１

各種の粗骨材を用いた舗装コンクリートの

材料分離抵抗性に関する検討

加藤 祐哉1・森濱 和正2・古賀 裕久3

1○国立研究開発法人土木研究所 先端材料資源研究センター （〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6）

2 国立研究開発法人土木研究所 先端材料資源研究センター （〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6）.

3 国立研究開発法人土木研究所 先端材料資源研究センター （〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6）

舗装コンクリートは，スランプが2.5cm程度の硬練りのものが一般的であるが，現場条件によってはス

ランプの大きなコンクリートが用いられる場合もある．また，産業廃棄物の有効活用のため各種のスラグ

系粗骨材の利用が求められているが，電気炉酸化スラグのように密度の大きな粗骨材が用いられることも

考えられる．このような場合，従来よりも粗骨材の沈降による材料分離が生じやすくなることが考えられ

ることから，本検討では，各種粗骨材を舗装コンクリートに適用した場合の材料分離抵抗性について検討

を行った．その結果，密度や最大寸法の大きな粗骨材を用いた場合，沈降による材料分離が比較的生じや

すいことが確認され，スランプや締固め時間を適切に管理する必要があると考えられる．

キーワード 舗装コンクリート，材料分離抵抗性，粗骨材密度，粗骨材最大寸法

1. はじめに

舗装の種類は，アスファルト舗装とコンクリート舗装

の２つに大別され，我が国におけるシェアは，アスファ

ルト舗装が95%程度，コンクリート舗装が5%程度とな

っている1)．

アスファルト混合物は，主に加熱により軟らかくして

施工を行い，温度が常温に下がれば硬化して交通開放が

可能となるため（一般には50℃まで低下してから交通開

放している），アスファルト舗装の施工時間は比較的短

時間で済み，費用も比較的小さい．しかし，夏季に路面

温度が60℃程度に達する場合，特に大型車交通量の大き

な幹線道路では，塑性流動によるわだち掘れが生じやす

い．また，骨材とアスファルトの付着は水分に弱い，ア

スファルトは油溶性があるなどの特性により，経年や交

通事故時の燃料漏れなどで劣化した部位では雨天時にポ

ットホール等の損傷が生じやすい．そのため，定期的な

維持・修繕工事による管理が必要である．

一方，コンクリートはセメントの水和反応によって強

度が発現する性格の材料であり，設計基準曲げ強度が

4.4MPaと定められている2)．近年，施工から交通開放ま

での期間が１日程度と短い舗装3)も開発されてきている

が，一般的な舗装コンクリートでは必要な強度の発現に

数日を要するため，特に供用中のコンクリート舗装の維

持・修繕において，交通規制時間が長いといった短所が

ある．しかし，アスファルト舗装に比べて耐久性が高く，

ライフサイクルコストの低減が期待できることから，維

持管理予算が年々厳しくなっている近年において，普及

促進が重要な課題であると考えられる．

舗装コンクリートは，スランプが2.5cm程度のものが

一般的である．このような硬練りのコンクリートは，一

般的なコンクリートとは異なりアジテータ車での運搬が

できず，ダンプトラックを用いて運搬する必要があるな

ど，コンクリートの製造・運搬の面で制約を受ける．

また，舗装コンクリートに用いる粗骨材は，最大寸法

が40mmのものが一般的であるが，最近は日常的に最大

寸法20mmまたは25mmの粗骨材しか使用していないレデ

ィーミクストコンクリート工場も多い．

一方で，近年は資源の有効活用の観点から，副産物と

して産出するスラグ系骨材の利用が求められており，舗

装コンクリートへの適用が期待されている．しかし，ス

ラグ系骨材の利用にあたっての留意点は，十分に整理さ

れているとは言えない．

このようなことから，舗装コンクリートの高い耐久性

を確保した上で，アジテータ車で運搬可能なスランプや

最大寸法20mmまたは25mmの粗骨材，スラグ系粗骨材の

利用など，舗装コンクリートの自由度を拡大することも

コンクリート舗装の普及促進のために必要と考えられる．

そこで，土木研究所では（学）東京農業大学，（一社）

セメント協会，太平洋セメント（株），日本道路（株）

との共同研究により検討を行ってきた．
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2. 本研究の目的

先述したように舗装コンクリートはスランプの小さな

コンクリートの使用が一般的だが，トンネル内などの狭

隘な空間においては，ダンプトラックによる荷卸しが困

難なため，スランプの大きなコンクリートが用いられる

こともある．また，スラグ系骨材を利用する場合は，鉄

分の多い電気炉酸化スラグ粗骨材のように密度が大きな

粗骨材についても考慮する必要がある．

スランプが大きくなったり，密度の大きな粗骨材を使

用したりすると，粗骨材の沈降による材料分離が生じや

すくなると考えられる．舗装コンクリートが材料分離を

生じると，所定の曲げ強度が得られないなど健全なコン

クリート舗装とならないことに加え，施工性に悪影響を

及ぼすと考えられる．そこで，電気炉酸化スラグを含む

種々の粗骨材やスランプの舗装コンクリートを用いて，

材料分離の生じやすさや材料分離の生じない条件等につ

いて検討を行った．

3. 用いた粗骨材の品質

本検討で用いた骨材の種類と品質を表-1に示す．粗骨

材は，標準的な岩種として硬質砂岩砕石の最大寸法が

20mm（A20）と40mm（A40）の２種類，乾燥収縮の低

減を目的として近年使用が増えてきている石灰石砕石

（B20），スラグ系粗骨材の高炉スラグ（C20）と電気

炉酸化スラグ（D20）の計５種類とした．D20の密度は

他のものと比べて1g/cm3程度大きく，一般的なフレッシ

ュコンクリートの密度（2.3g/cm3程度）からの乖離も大

きいものである．

4. 材料分離抵抗性の評価実験

舗装コンクリードの材料分離が生じやすいのは，密度

の大きな粗骨材を使用した場合や，流動性が大きく変形

しやすい場合，振動締固め時間が長い場合などが考えら

れる．これらの要因を検討するために，表-1に示す５種

類の粗骨材それぞれに対して，コンクリートの配合や締

固め時間を変化させた舗装コンクリートを用いて，材料

分離抵抗性の評価を行った．

材料分離抵抗性は，図-1および図-2に示すような粗骨

材分離試験を実施し，硬化後の供試体切断面の粗骨材分

布状況を観察することによって，評価を行った．

実験に用いた舗装コンクリートの配合は，水セメント

比を45%，単位粗骨材かさ容積を0.72，空気量を4.5%に

表-1 使用した骨材の物性

記号 (g/cm
3
) (g/cm

3
) (%)

A20 2005 2.67 2.66 60.5

A40 4005 2.68 2.67 61.6

石灰石砕石 B20 2005 2.70 2.69 59.1

高炉スラグ C20 2005 2.66 2.58 58.5

電気炉酸化スラグ D20 2005 3.72 3.69 56.8

2.56 2.52 66.9

粒度
範囲

粗
骨
材

硬質砂岩砕石

細骨材

骨材の種類

表乾
密度

絶乾
密度

実積率

・表面を均す

・曲げ供試体型枠に試料を投入
・一定位置（図-2参照）で，一定
時間，棒状のバイブレータで締
固め

・締固め（加振）時間を変化

・硬化後，切断して3分割
・中央の切片を長手方向に切断
・切断面の粗骨材分布状況を観察

180mm

図-1 粗骨材分離試験の手順

①

②

④③

175

550

200 175

図-2 棒状バイブレータ挿入位置

表-2 締固め時間

スランプ（cm）

2.5 10 20 30

6.5 8 15 30

10.5 5 10 20

締固め時間 標準 2倍 過剰

締固め時間（秒）
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固定し，単位水量を調整してスランプを2.5cm，6.5cm，

10.5cmの３水準とした．

棒状バイブレータによる締固め時間は，表-2に示す３

水準を設定した．ここで，棒状バイブレータを用いた振

動締固めを行った際，気泡がほぼ出なくなる時間を適切

な締固めに必要な時間と考え，締固め時間「標準」とし

た．また，「標準」の２倍の時間を「２倍」，「標準」

の３～４倍の時間を「過剰」とした．

5. 評価実験の結果

粗骨材分離試験の結果として，供試体の切断面写真を

表-3に示す．（a）は，全体に粗骨材が分布しており，

打設面付近まで粗骨材が確認できる．このような場合は，

「○：分離しなかった」と評価した．一方，（c）は，

粗骨材が沈降して打設面付近に粗骨材がほとんど確認で

きない．このような場合は，「×：分離した」と評価し

た．（b）のように，打設面付近は粗骨材が少ないまた

は粒径の小さなもののみが確認できるものについては，

「△：やや分離した」と評価した．

分離状況の一覧を表-4に示す．締固め時間「標準」で

は，粗骨材としてD20を用いた場合以外では，材料分離

は生じなかった．密度の大きなD20を用いた場合は，ス

ランプが2.5cmの場合は材料分離が生じなかったが，そ

れよりスランプを大きくすると，材料分離が生じた．

締固め時間「2倍」では，粗骨材としてA20，B20，

表-3 切断面の粗骨材分布状況と分離の判定例（D20）

○：分離しなかった △：やや分離した ×：分離した

（a）粗骨材D20，スランプ2.5cm， （b）粗骨材D20，スランプ6.5cm， （c）粗骨材D20，スランプ2.5cm，

締固め時間「標準」 締固め時間「標準」 締固め時間「過剰」

※上側：打設面 下側：型枠底面

表-4 粗骨材分離試験の結果

表乾密度

（g/cm3）

最大寸法
（mm）

標準 ２倍 過剰

2.5 ○ ○ △

6.5 ○ ○ △

10.5 ○ △ ×

2.5 ○ ○ △

6.5 ○ △ ×

10.5 ○ × ×

2.5 ○ ○ △

6.5 ○ ○ ×

10.5 ○ ○ ×

2.5 ○ ○ ○

6.5 ○ ○ △

10.5 ○ △ ×

2.5 ○ × ×

6.5 △ × ×

10.5 × × ×

締固め時間
スランプ
（cm）

凡例： ○：分離しなかった △：やや分離した ×：分離した

D20

2.66

3.72 20

2.68

2.7

20

A20

A40

B20

C20

2.67

使用粗骨材

20

40

20
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C20を用いた場合は，ほとんどの配合で材料分離が生じ

なかった．一方，密度の大きなD20を用いた場合は，全

ての配合で材料分離が生じた．最大寸法の大きなA40を

用いた場合は，スランプ2.5cmでは材料分離が生じなか

ったが，それよりスランプが大きくなると材料分離が生

じる結果となり，同じ産地・岩種の最大寸法が小さい粗

骨材（A20）より材料分離が生じやすい結果となった．

スランプ10.5cmのA40を用いたコンクリートを締固め時

間「2倍」で締め固めた場合の断面写真（写真-1）を観

察すると，粒径が大きい骨材はほぼ沈降している．最大

寸法の大きな粗骨材を利用する際は，留意が必要と考え

られる．

締固め時間「過剰」では，ほとんどの粗骨材，配合で

材料分離が生じた．したがって，一般的な粗骨材を使用

している場合でも，締固め時間を適切に管理することが

重要である．

6. 結論

本検討の結果，舗装コンクリートに用いる粗骨材につ

いて，以下のことが明らかとなった．

①電気炉酸化スラグのように，天然骨材よりも密度が大

きい粗骨材を使用する場合は、沈降による材料分離が

生じやすい．

②最大寸法の大きな粗骨材を使用する場合は，最大寸法

の小さな粗骨材を使用する場合に比べて沈降による材

料分離が生じやすい．

③特に，密度が大きい粗骨材を使用する場合や最大寸法

の大きな粗骨材を用いてスランプを大きくする場合は，

材料分離を防ぐために，例えば本研究で用いた試験な

どにより，適切なスランプや締固め時間をあらかじめ

確認するなど，適切な管理が必要である．

謝辞：本研究で用いたスラグ系粗骨材は，鐵鋼スラグ協

会より提供頂いたものであり，ここに謝意を示す．
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別紙－１ 

高温加熱の影響を受けた 
あと施工アンカーの引抜き特性 

 
 

松沢 晃一1 
 

1建築研究所 材料研究グループ （〒305-0802 茨城県つくば市立原1） 

 

 本研究では，100℃から1000℃までの高温環境下にさらされたコンクリートに埋め込まれた接

着系アンカー2種類，金属系アンカー2種類，金属系アンカーに接着剤を併用したもの4種類の計

8種類のアンカーの引抜き試験を行い，各種あと施工アンカーの引抜き特性に及ぼす高温加熱の

影響について検討を行った。その結果，引抜き荷重は種類の違いにより程度の差はあるものの，

接着系アンカーは加熱により引抜き荷重が急激に低下すること，金属系アンカーは加熱温度

200℃程度から低下すること，また，金属系アンカーに接着剤を併用することで，引抜き荷重お

よび引抜き初期の剛性が増加することが明らかとなった。 
 

キーワード あと施工アンカー，引抜き特性，コンクリート，高温加熱 

 

 

1.  はじめに 

  

 あと施工アンカーの法的位置づけとしては，平13国交

告第1024号，平18国交告第314号により規定されている。

また，「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指

針」では，耐震改修促進法によらず，建築基準法への適

合が必要とされる補強工事において，柱・梁架構内への

耐震補強の鉄筋コンクリート増設壁や鉄骨ブレース設置

補強に対する適用を認め，短期許容引張力，短期許容せ

ん断力およびこれらの材料強度についてのみ規定されて

いるが，これを上記補強工事以外に適用するための条件

は整備されていない。 

 これらを踏まえて，平成20年度から3年間にわたって

行われた，建築基準整備促進事業「あと施工アンカーの

長期許容応力度に関する検討調査」1)にて，長期許容応

力度の提案，長期応力に対する設計方針とその留意点お

よび長期載荷試験法について検討された。また，近年，

スラブなどの長期応力を負担する部材にあと施工アンカ

ーを使用するための検討2),3)もされており，知見が蓄積

されつつある。しかしながら，あと施工アンカーを用い

た部材の材料および構造性能，そして，その確認方法に

関する知見は十分に得られていない。 

 このような状況のもと，平成 27 年度から建築基準整

備促進事業「あと施工アンカーを用いた部材の構造性能

確認方法に関する検討」において，あと施工アンカーの

適用条件の整備およびあと施工アンカーを用いた部材の

構造性能の確認方法の提案に関する検討が行われている。 

 一方，あと施工アンカーは，設備機器の取付けなどに

も使用されている。それらは，コンクリート構造物の表

層に施工されているため，火災などにより熱の影響を最

も受ける。コンクリートは熱の影響を受けると強度特性

などの性質が変化するため4)-7)，表層部に施工されてい

るアンカーの引抜き特性も変化することが予想される。 

 頭付きアンカー8)や接着系アンカー9),10)に関しては，高

温加熱との関係について検討がなされているものの，そ

の検討は少なく，金属系アンカーに関する検討はほとん

どなされていないのが現状である11)。そこで，本研究で

は，100℃から 1000℃までの高温環境下に一定時間さら

されたコンクリートに埋め込まれたあと施工アンカーの

引抜き特性について検討を行った。 

  

  

2.  実験概要 

  

(1)  供試体概要 

 写真－1に本研究で用いたアンカー，表－1にアンカー

概要を示す。本研究で用いたアンカーの形状は全ネジ，

金属拡張式アンカー，金属拡底式アンカーの3種類（い

ずれもスチール製，直径10mm）である。また，接着剤

には樹脂系接着剤のビズフェノールA/F型エポキシ樹脂

およびセメント系接着剤の急硬セメント系注入方式の2

種類を用い，接着剤を用いない場合を含めて合計8種類

のアンカーについて試験を行った。なお，アンカーの埋

込み長さは50mmとした。 
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 表－2にコンクリートの使用材料，表－3に調合を示す。

コンクリートは，レディーミクストコンクリート工場

（神奈川県相模原市）の2軸強制練りミキサ（公称容量

1.7m3）を用いて製造された，呼び強度27，目標スラン

プ18cm，目標空気量4.5%のものを用いた。なお，コン

クリートの製造から打込みまでの時間は約20分である。 

 供試体は，各試験条件につき，圧縮およびヤング係数

測定用供試体（φ100×200mm）3体，アンカーの引抜き

試験用供試体（φ300×100mm）3体とした。コンクリー

トは打込み後2日で脱型し，材齢26週まで標準養生を行

った後にアンカーを施工し，材齢52週まで気中養生，そ

して，加熱および各試験を行った。なお，アンカーは引

抜き試験用供試体のコンクリート打込み底面（φ

300mm）の中心に行った（図－1）。表－4にフレッシュ

性状および材齢4週標準養生後，材齢52週気中養生後の

強度試験結果を示す。 

  

(2)  加熱方法 

 図－2 に炉内での加熱履歴を示す。供試体加熱時の炉

内最高温度（以下，加熱温度）は 100，200，300，500，

800，1000℃とし，比較用として加熱なし（20℃）の供

試体についても試験を行った。加熱には，プログラム調

整器付きマッフル炉（炉内寸法 W310×D610×H310mm，

左右 2 面加熱）を用いた（図－3）。炉内での均一加熱

を行なうために，供試体は左右のヒーターからの距離が

同一になるよう炉内の中央に，アンカー施工面が左右の

ヒーターに面するように 2 体設置した。昇温速度は

0.5℃/minとし，炉内温度が目標温度に達した後は，その

温度を 1時間保持して加熱を終了した。そして，供試体

温度が外気温度と同程度になるまで炉内で自然除熱し，

試験を行った。 

 図－4にコンクリートの表面およびアンカー先端部，

また，炉内中心部にK型熱電対を設置した供試体を昇温

速度0.5℃/minで1000℃まで加熱した際の各部分の温度変

化を示す。加熱中はコンクリート表面に対して，最大温

度差100℃程度でアンカー先端部が温度上昇し，除熱中

の内外温度差は最大70℃程度であった。なお，炉内温度

が1000℃に達してもコンクリート温度は1000℃には至ら

ず，950℃程度であった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－1 試験に用いたアンカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 引抜き試験用供試体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 加熱履歴 

全ネジ 

拡張式 

拡底式 

表－1 アンカー概要 

記号 アンカー 接着剤 

全ネジ-E 全ネジ 樹脂系接着剤 
全ネジ-C 全ネジ セメント系接着剤 
拡張式-N 拡張式 なし 
拡底式-N 拡底式 なし 
拡張式-E 拡張式 樹脂系接着剤 
拡底式-E 拡底式 樹脂系接着剤 
拡張式-C 拡張式 セメント系接着剤 
拡底式-C 拡底式 セメント系接着剤 

表－2 使用材料 

材料 種類 記号 物性 

ｾﾒﾝﾄ 普通ﾎ゚ ﾙﾄﾗﾝﾄ゙ ｾﾒﾝﾄ C 密度3.16g/cm3 

細骨材

砕砂（相模原産） S1 表乾密度2.63g/cm3，粗粒率3.00 
砕砂（八王子産） S2 表乾密度2.63g/cm3，粗粒率3.00 
山砂（富津産） S3 表乾密度2.63g/cm3，粗粒率1.60 

粗骨材
砕石（相模原産） G1 表乾密度2.66g/cm3，実積率60.0% 
砕石（八王子産） G2 表乾密度2.66g/cm3，実積率60.0% 

混和剤 高性能AE減水剤 Ad ポリカルボン酸系化合物 

表－3 調合（単位：kg/m3） 
Gmax 
(mm)

ｽﾗﾝﾌ゚

(cm)
空気量

(%) 
W/C
(%)

s/a 
(%)

W C S1 S2 S3 G1 G2 Ad

20 18 4.5 56.8 49.0 175 309 351 307 220 463 463 2.78

表4 フレッシュ性状および強度試験結果 

スランプ

（cm） 
空気量 
（%） 

圧縮強度 
（N/mm2） 

ヤング係数 
（kN/mm2） 

4週標準 52週気中 4週標準 52週気中

19.0 4.3 28.2 38.7 25.8 28.0 
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(3)  試験方法 

a) 圧縮強度試験 

 圧縮強度試験は，JIS A 1108に準じて行なった。また，

同時にコンプレッソメーターを用いてヤング係数を測定

した（JIS A 1149）。 

b) アンカー引抜き試験 

 アンカーの引抜き試験には油圧式引張試験機を用い，

試験時の荷重および変位を測定した。 

  

  

3.  実験結果および考察 

  

(1)  コンクリートの力学特性 

a) 圧縮強度 

 図－5に圧縮強度と加熱温度の関係を示す。圧縮強度

は，加熱温度100～200℃で若干低下した後に，加熱温度

300℃以上で加熱温度の上昇とともに低下している。 

b) ヤング係数 

 図－6にヤング係数と加熱温度の関係を示す。ヤング

係数は，加熱温度の上昇とともに低下している。 

  

(2)  アンカーの引抜き特性 

a) 破壊特性 

 写真－2に引抜き破壊形状例を示す。接着剤を用いな

い金属系アンカーの場合，加熱温度に関係なく，ほとん

どがコーン状破壊となった（写真－2(a)）。しかし，接

着剤を用いた場合は，コンクリートの割裂破壊が多くみ

られ（写真－2(b)），加熱なし，加熱温度100℃ではア

ンカーの破断（写真－2(c)）も確認された。接着剤を用

いた方がアンカーとコンクリートの固着力が高くなるた

め，また，高温加熱の影響を受けたコンクリートの強度

が低下するために（図－5），コンクリートの割裂破壊

となったと考えられる。 

b) 引抜き後のアンカー 

 写真－3に加熱および引抜き試験を終えたアンカー例

を示す。樹脂系接着剤を用いた場合（写真－3(a)），加

熱温度200℃程度まではアンカーに接着剤が付着してい

るのが確認された。また，加熱温度300℃以上で接着剤

の分解による色の変化が確認され，加熱温度500℃以上

では粉状となった接着剤がアンカーに付着していた。 

 セメント系接着剤を用いた場合（写真－3(b)），接着

剤のアンカーへの付着が多くみられた。乾燥や加熱によ

る接着剤の収縮により，アンカーとコンクリート母材と

の固着力が低下したために接着剤がコンクリート母材か

ら剥離しやすくなったと考えられる。 

 接着剤を用いない金属系アンカーの場合（写真－

3(c)），加熱温度の上昇とともにアンカー表面に施され

ているメッキの変色がみられた。また，加熱温度800℃

以上では，メッキ部分の膨張も確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 炉内での供試体配置および熱電対設置箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4 加熱時の温度測定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－2 引抜き破壊形状 
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図－5 加熱温度の関係 
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c) 引抜き性状 

 図－7に各加熱温度におけるそれぞれのアンカー引抜

き時における荷重－変位曲線を示す。全ネジに樹脂系接

着剤を用いた接着系アンカーの場合（図－7(a)），加熱

温度300℃までは荷重増加時の傾きにほとんど変化はな

く，最大荷重以降は変位の増加とともに荷重が急激に低

下している。そして，加熱温度500℃以上では，引抜き

荷重がほぼ0kNとなっている。これは，本研究における

加熱では，加熱温度300℃まではアンカーとコンクリー

ト母材の固着力が得られているものの，加熱温度が

300℃を超えると樹脂系接着剤が分解することで体積が

減少，また，消失するために，アンカーとコンクリート

母材との固着力が得られなくなっていると考えられる。 

 全ネジにセメント系接着剤を用いた接着系アンカーの

場合（図－7(b)），加熱温度の上昇にともなう荷重増加

時の傾きが小さくなる傾向にある。また，最大荷重も小

さくなっている。なお，最大荷重以降は，樹脂系接着剤

を用いた場合（図－7(a)）と比較して変位の増加にとも

なう荷重低下が緩やかである。セメント系接着剤は，樹

脂系接着剤と比較して加熱にともなう体積減少が小さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，骨材も混入されているために，引抜き時にアンカ

ーとコンクリート母材に摩擦力が生じ，ある程度の荷重

が維持されると考えられる。 

 拡張式アンカーを用いた場合（図－7(c)），加熱温度

の上昇にともない荷重増加時の傾きが小さくなる傾向に

あるが，接着系アンカー（図－7(a)，図－7(b)）と比較

して，最大荷重以降の変位が増加しても，荷重がある程

度保たれた後に低下している。これは，拡張式アンカー

は最大荷重後にアンカーとコンクリート母材との固着部

である程度すべりが生じた後にコンクリート母材が破壊

しているためである。 

 拡底式アンカーを用いた場合（図－7(d)），加熱温度

500℃までは荷重増加時の傾きにほとんど変化はないが，

加熱温度500℃以降は小さくなっている。これは，コン

クリート母材の強度低下によるものと考えられる。なお，

最大荷重以降は，拡張式アンカー（図－7(c)）よりも早

く荷重が低下している。拡底式アンカーは最大荷重後に

コンクリート母材の破壊が早くに進行すると考えられる。

しかし，その荷重低下は接着系アンカー（図－7(a)，図

－7(b)）と比較すると緩やかである。 

写真－3 加熱および引抜き試験後のアンカー 

図－7 各加熱温度におけるアンカーの荷重－変位曲線 

     常温     100℃      200℃     300℃   500℃     800℃    1000℃              常温      100℃      200℃     300℃    500℃    800℃    1000℃              常温       100℃    200℃   300℃      500℃    800℃   1000℃

(a) 全ネジ-E (b) 全ネジ-C (c) 拡張式-N 

0

10

20

30

40

20℃ 100℃ 200℃ 300℃ 500℃ 800℃ 1000℃

0

10

20

30

40

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30

変位（mm） 

荷
重

（k
N
） 

(a) 全ネジ-E 

(b) 全ネジ-C 

(g) 拡張式-C

(h) 拡底式-C

(e) 拡張式-E 

(ｆ) 拡底式-E 

(c) 拡張式-N

(d) 拡底式-N

- 92 -



 金属系アンカーに樹脂系接着剤を併用した場合（図－

7(e)，図－7(f)），接着剤を併用しない場合（図－7(c)，

図－7(d)）と比較して加熱温度300～500℃までの最大荷

重が全ネジに樹脂系接着剤を用いた場合（図－7(a)）と

同程度まで増加している。また，荷重増加時の傾きも大

きくなる傾向にある。これは，樹脂系接着剤の併用によ

って，アンカーとコンクリート母材との固着力が増加し

ていると考えられる。なお，最大荷重時の変位は樹脂系

接着剤を併用しない場合（図－7(c)，図－7(d)）よりも

小さくなり，最大荷重以降の荷重低下が急になる傾向に

ある。しかし，拡張式アンカーに樹脂系接着剤を併用し

た場合（図－7(e)），全ネジに樹脂系接着剤を用いた場

合（図－7(a)）と比較して荷重低下は緩やかである。 

 金属系アンカーにセメント系接着剤を併用した場合

（図－7(g)，図－7(h)），接着剤を併用しない場合（図

－7(c)，図－7(d)）と比較して樹脂系接着剤を併用した

場合（図－7(e)，図－7(f)）と同様に加熱温度300～

500℃までの最大荷重が増加している。これは，セメン

ト系接着剤の併用によってアンカーとコンクリート母材

との固着力が増加すると考えられる。最大荷重時の変位

は，接着剤を併用しない場合（図－7(c)，図－7(d)）よ

りも小さく，最大荷重以降の荷重低下も急になっている。 

d) 引抜き荷重 

 図－8に各加熱温度におけるそれぞれのアンカー引抜

き荷重と加熱温度の関係を示す。なお，データが示され

ていない箇所は，アンカー引抜き時の破壊がコンクリー

ト母材の割裂破壊となったためである。 

 全ネジに樹脂系接着剤を用いた接着系アンカーの場合，

加熱温度300℃までは引抜き荷重がほとんど変化せず，

加熱温度500℃でほぼ0kNとなっている。これは，本研

究における加熱では，加熱温度300℃まではアンカーと

コンクリート母材の固着力が得られているものの，加熱

温度が300℃を超えると樹脂系接着剤が分解することで

体積が減少，また，消失するために，アンカーとコンク

リートの固着力が得られなくなると考えられる。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図－8 引抜き荷重と加熱温度の関係 

 全ネジにセメント系接着剤を用いた接着系アンカーの

場合，加熱温度の上昇にともない引抜き荷重は小さくな

り，加熱温度200℃での低下が大きい。これは，加熱に

よって接着剤の体積が減少し，アンカーとコンクリート

母材との固着力が得られなくなっていると考えられる。 

 拡張式アンカーおよび拡底式アンカーの金属系アンカ

ーを用いた場合，加熱温度200℃程度から加熱温度の上

昇とともに引抜き荷重が低下している。これは，加熱に

ともないコンクリート強度が低下するために（図－5），

破壊が主にコンクリートのコーン状破壊となる金属系ア

ンカーの引抜き荷重も低下していると考えられる。 

 金属系アンカーに樹脂系接着剤を併用した場合，接着

剤を併用しない場合と比較して加熱温度300～500℃まで

の引抜き荷重が，全ネジに樹脂系接着剤を用いた場合と

同程度まで増加している。これは，樹脂系接着剤の併用

によって，アンカーとコンクリート母材との固着力が増

加していると考えられる。また，金属系アンカーにセメ

ント系接着剤を併用した場合，接着剤を併用しない場合

と比較して，樹脂系接着剤を併用した場合と同様に加熱

温度300～500℃までの引抜き荷重が増加している。これ

は，樹脂系接着剤の併用と同様に，アンカーとコンクリ

ート母材との固着力が増加していると考えられる。 

e) 引抜き時の初期剛性 

 金属系アンカーに接着剤を併用した場合，アンカー引

抜き時における荷重－変位曲線（図－7）の引抜き初期

の傾きが変化することが確認された。その傾きが引抜き

時最大荷重の1/2程度まではほぼ一定であったため，荷

重－変位曲線の最大荷重の1/3と1/2を結んだ直線の傾き

を初期剛性として図－9に示す。拡底式アンカーを用い

た場合を除き，加熱温度の上昇とともに初期剛性が低下

する傾向にある。これは，加熱により接着剤の分解や体

積減少，コンクリート母材の強度低下によるものと考え

られる。なお，拡底式アンカーを用いた場合は，載荷初

期の母材への固着力が小さいために，これらの影響を受

けにくいと考えられる。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図－9 初期剛性と加熱温度の関係 
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 金属系アンカーに接着剤を併用した場合，初期剛性が

大きくなっているのが確認できる。金属系アンカーは，

固着力をコンクリート母材の孔壁とアンカー拡張部との

支圧力および摩擦力によって得ているのに対し，接着系

アンカーは，母材のコンクリートの孔壁部とアンカーと

の空隙に接着剤を充填することで，コンクリートの孔壁

とアンカーのそれぞれの接着力と，接着剤とコンクリー

ト面とのかみ合いによって固着力を得る構造となってい

る。そのため，金属系アンカーに接着剤を併用すると，

拡張部の支圧力および摩擦力に加え，接着剤充填部の接

着力および骨材によるかみ合いによる固着力も得られる

ているためである。 

  

  

4.  まとめ 

  

 本研究では，100℃から1000℃までの高温環境下に一

定時間さらされたコンクリートに埋め込まれたあと施工

アンカーの引抜き特性について検討を行った。その結果，

本研究の範囲内で以下のことが明らかとなった。 

(1) アンカーの引抜き破壊形状は，接着剤を用いない場

合は加熱温度に関係なく，ほとんどがコーン状破壊

となるが，接着剤を用いた場合はコンクリートの割

裂破壊となることが多い。また，加熱温度100℃ま

ではアンカーの破断となる場合もある。 

(2)  樹脂系接着剤は，加熱温度200℃程度まではアンカ

ーに付着するが，加熱温度500℃以上では粉状とな

る。また，セメント系接着剤は，加熱温度に関係な

くアンカーに付着する傾向にある。そして，接着剤

を用いない場合は，加熱温度の上昇とともにアンカ

ー表面のメッキの変色，膨張が生じる。 

(3) アンカーの引抜き性状は，接着系アンカーの場合，

樹脂系接着剤は最大荷重以降の荷重低下が大きく，

セメント系接着剤は最大荷重以降の荷重低下が樹脂

系接着剤と比較して緩やかになる。また，金属系ア

ンカーの場合，拡底式アンカーと比較して拡張式ア

ンカーの最大荷重以降の低下が緩やかになる。そし

て，金属系アンカーに接着剤を併用した場合，最大

荷重以降の荷重低下が金属系アンカーと比較して早

いが，接着系アンカーと比較して緩やかである。 

(4) 引抜き荷重は，接着系アンカーの場合，樹脂系接着

剤は加熱温度300℃まではほとんど変化せず，加熱

温度500℃でほぼ0kNとなり，セメント系接着剤は加

熱温度の上昇にともない引抜き荷重は小さくなり，

特に，加熱温度200℃での低下が大きい。拡張式ア

ンカーおよび拡底式アンカーの金属系アンカーの場

合，加熱温度200℃程度から引抜き荷重が低下する。

そして，金属系アンカーに接着剤を併用した場合，

加熱温度300～500℃までの最大荷重が増加する。 

(5) 初期剛性は，加熱温度の上昇とともに低下する傾向

にあるが，金属系アンカーに接着剤を併用すると，

初期剛性が大きくなる。 
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よみがえれ！じぶざか橋 
～ 標高1,187m 再劣化した床版補修に挑む ～ 

 
 

大島 英樹1 ・ 藤井 志乃2 
 

1･2中部地方整備局 飯田国道事務所 飯田維持出張所 （〒395-0814 長野県飯田市八幡町427-1） . 
 

 国道153号治部坂橋の床版は、過年度に補修を行ったにも関わらず、短期間で深刻な再劣化が

発生した。今回再補修するにあたり、再劣化した要因を多角的に検証したうえで施工方法を選

定した。各々の橋梁のおかれた状況に合わせた施工方法・予防保全の必要性及び今後のメンテ

ナンスについて提言を行う。 
 

キーワード：橋梁補修・床版土砂化・予防保全 
 

 

１． はじめに 

 

飯田国道事務所の管理する国道153号は、中部地整で

も高い地点を通過し、治部坂峠付近では、標高1,000m

に位置する橋梁が22橋存在する。（図-1） 

これらの橋梁は供用後約40年経過し、冬季にはマイ

ナス15℃近くとなることや、降雪、凍結防止剤の散布等

の過酷な環境におかれ、コンクリート部材に凍害や塩害

が発生している。さらに、アルカリシリカ反応（ASR）

も確認され、複合劣化が生じているのが散見される。 

上記区間に位置する治部坂橋は、床版補修後、約4年

間で再劣化が認められ、劣化速度も早いことから早急か

つ効果的な補修が必要とされた。 

本補修の工法選定、施工時の安全管理について述べ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 治部坂橋の概要と損傷状況 

 

 治部坂橋は、国道 153 号の一次改築において治部坂

工区として も早く整備された区間に位置する。 

 橋梁諸元は、昭和 47 年に竣工し、橋長 25ｍ、幅員

7.5ｍの2車線、単純非合成鋼鈑桁橋で3主桁にRC床

版を有する橋梁である。（図-2） 

 また、標高 1,187ｍと中部地方整備局で管理する橋

梁で も高い位置に架橋され、先に述べたよう過酷な

環境条件にさらされている。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

補修履歴として直近の補修は、平成22年度に、床版上

面断面修復及び床版防水を主とし、塗装塗替、伸縮継手
図-1  国道153号 治部坂橋位置図 

図-2  治部坂橋橋梁一般図 

治部坂区間 
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部漏水防止、下部工補修等の工事を実施している。 

 しかし４年経過後の平成26年度には、橋面舗装部に亀

甲状のひび割れや白濁物の流出がみられたため、併せて

床版下面を確認したところ、湿潤状態で２方向ひび割れ

が卓越する上、ひび割れ部からエフロレッセンス（コン

クリート中の可溶成分が溶出したもの）が目視で確認で

きる状態であった。（写真-1） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、過去の定期点検記録の同パネルの部分を比較す

ると劣化が進行していることがわかる。（写真-2） 

 

 

 

 

 

 

 

３． 治部坂橋の補修検討について 

 

(1) 応急復旧と効果検証 
 ２．の損傷状況から緊急的に床版上の舗装を剥いで床

版を確認したところ、コンクリートの土砂化が確認され、

早急な補修が必要な状態にあった。（写真-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床版の応急復旧は、工事記録や現地の配筋を確認した

結果、床版設計年度がS39年度以降であり、床版の抜け

落ちに起因するせん断耐力が改善された構造であること

及び土砂化深さが床版厚の半分（10cm程度）であること

も踏まえ、当面、劣化コンクリートを除去し超早強コン

クリートにて即日復旧し経過観察とした。 

 しかしながら、一冬越した平成27年度初春に、応急復

旧した箇所から橋面にエフロレッセンスが噴出したり、

他の橋面上の部位も異常が確認されたため、本復旧が必

要と判断した。（写真-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 本復旧工法の選定 

 本復旧するにあたって、前回同様の補修では再劣化の

進行が速いと考えられ、補修後の再劣化を抑制すべく、

既存の設計図書、橋梁点検調書等を熟知したうえ現地で

近接目視による踏査を実施した。 

特に、劣化の原因推定を行うため、「前回補修時の工

法確認」「床版コンクリートの詳細調査」を検証し、防

災ドクターの助言をいただき、施工方法、材料を決定し

た。 

 

a) 前回補修時の工法及び施工状況確認 

 前回の床版補修方法は、舗装切削後、床版の劣化コン

クリートをブレーカーにて除去し、超早強コンクリート

にて復旧。床版上面には床版排水（スラブドレーン）、

床版防水、橋面用アスファルト舗装（改質アスファルト

Ⅲ型－W）を施工しており、今日でもスタンダードな補

修工法である。 

 また、施工状況に着目すると、12月で気温が低く、凍

結防止剤を散布する時期に2車線を片側ずつ施工し、即

日にて復旧していることが確認された。（写真-5） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1  治部坂橋床版損傷状況

橋面の舗装の異常 

床版下面の損傷状況 

 H17点検  H26点検 H21点検 

写真-1  床版損傷状況 

 

写真-4  応急復旧箇所後の再劣化状況 

写真-2  橋梁点検による経年変化 

写真-5  前回即日復旧の補修状況 

①ブレーカーはつり  ②超早強コンクリート復旧

③床版防水  ④橋面舗装  写真-3  緊急開削により床版の土砂化を確認 

エフロレッセンスが噴出 橋面全体に舗装が劣化 
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b) 床版コンクリートの詳細調査 

 コンクリートの劣化が著しく、確実に原因究明をする

ため、舗装を剥いで以下の調査を行い、施工範囲、工法、

使用材料を選定した。 

① コンクリート床版の打音調査及びクラック調査 

コンクリート床版の健全性を確認するため、床版上

下面を50㎝×50㎝のメッシュに区切り、近接目視（ク

ラック調査・土砂化・スケーリング）及び打音調査を

実施した。 

床版上面評価は「健全：0～土砂化（鉄筋露出）：5」

の5段階、床版下面評価は「健全：0～打音異常：5」

の5段階で評価し、着色を行った。また、非破壊床版

土砂化調査（スケルカ）による劣化推定箇所や過年度

工事で補修した箇所についても判定資料に投影し確認

できるものとした。（図-3） 

調査の結果、上下線とも健全なパネルはほとんどな

く、特に上り線の劣化が進行していることが確認され

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 試掘による床版断面目視調査 

床版コンクリート内部の状況を確認するため、①に

示す床版下面の劣化が著しい上り線にてウォーター

ジェット工法による試掘を実施した。上述した応急復

旧時の床版の劣化状況を鑑み、試掘深さはt=10㎝とし、

ハツリ深さを制御できるコリジョンジェット工法を採

用した。 

試掘箇所は下記のとおりである。（図-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

試掘状況は下記のとおりである。（写真-6） 

○試掘したほぼ全てに層状ひび割れを確認した。 

○ウォータージェット工法による高圧水が床版下

面に浸透した箇所が確認された。 

○高圧水によって既設床版が深くえぐれた箇所が

確認された。 

○応急復旧にて床版断面修復したコンクリートと

既設コンクリートの断面に隙間が生じ一体化が図

れていない状況であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ コンクリートの物性調査 

コンクリート材料の劣化状況を確認するため、塩

化物イオン濃度・ASR・一軸圧縮強度・静弾性係数に

ついてコアを採取し実施した。 

○塩化物イオン濃度 

塩化物イオン量は、 大5.59kg/m3であり、腐食発

生限界（1.2kg/ｍ3）を大きく上回ることから、塩

図-3  コンクリート床版のクラック・打音等調査結果

床版上面 

床版下面 

写真-6  試掘状況 

試掘状況 

層状ひびわれ 

17cmまでえぐれた 

 （床版厚さ21cm） 

床版下面に水が浸透 

応急復旧したコンクリート 

境界面が分離 

既設コンクリート 

図-4  試掘箇所（上り線 全21箇所） 
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害と推定。 

○ASR 

偏光顕微鏡観察にて、隠微晶質石英が確認された

ことから、ASRが発症するコンクリートであると推

定。 

○一軸圧縮強度、静弾性係数 

コンクリートの設計基準強度等の要求性能を満足

するか、床版支間中央とフランジ部にてコア採取

を行い、一軸圧縮強度及び静弾性係数を計測した

結果、床版支間中央部で設計基準強度を満足しな

い結果となった。（図-5） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 補修工法・材料の選定 

補修工法及び材料は、調査結果から前回補修方法を改

善するとともに予防保全を図るものとした。  

① 床版打ち換え範囲 

 床版打ち換えの範囲は、ほぼ全面にクラックや打音

異常が発生していること、塩害、ASRが顕著なこと及

び圧縮強度等の低下から全面打ち換えを基本とした。 

また３主桁構造のため、中央のフランジ部を境に、

片側１車線に交通を確保し施工を行うものとし、フラ

ンジ上面の一部を残すこととした。 

なお、フランジ上面の残存させるコンクリートの詳

細調査をした結果、一軸圧縮強度及び静弾性係数は規

定の要求性能を満足している。（写真-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 床版取り壊し工法 

床版取り壊しは、ブレーカーを用いると健全なコン

クリート部分にもマイクロクラックが発生し、新規に

用いる断面修復コンクリートとの付着が低下すること

が種々研究結果で報告されている。 

また、当現場においても前回の補修したコンクリー

トと既設コンクリートが分離したことも確認された。 

このため、上記再劣化を防止するため、取り壊し工

法は、ウォータージェット工法を採用した。（写真-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 床版打換コンクリート（耐凍害） 

コンクリートは、本橋梁をはじめ周辺構造物が凍

害により損傷していることから、コンクリート標準

示方書に示す耐凍害コンクリートの配合を用いるも

のとした。配合は、水セメント比 45%以下・空気量 

6%以上として、コンクリート内部水の凍結膨張圧を

緩和させるものとした。 

また、過去に繊維補強材を地覆に混在し補修し損

傷が発生していないことから、試行的に繊維補強材

を混入させるものとした。（写真-9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 床版打換え細部構造 

今回、フランジ上面は、既設コンクリートを残存

させ新設コンクリートを継ぎ足すことから、これら

を一体化させることが課題である。 

このため、一体化措置として、打ち継ぎ目の細部

構造として、差し筋及び接着剤塗布、並びに溶接金

網を敷設するものとした。 

また、塩害を受けたコンクリートに新たなコンク

リートを継ぎ足すと境界面で、マクロセル腐食現象

（自然電位の異なる箇所が互いに離れた位置にあり、

この間でマクロセル電流が流れ局所的に生じる腐食）

にて鉄筋腐食が懸念されるため、マクロセル腐食対

策についても実施した。（図-6・写真-10） 

 

 

写真-7   フランジ上を残存した床版打換 

写真-8   ブレーカーはつり周辺箇所の劣化 

前回補修箇所 

前回補修周りに浮き 

写真-9   繊維補強材を混入したコンクリートの状況

H22補修 ：凍害損傷あり H23補修 ：凍害損傷なし 

図-5  一軸圧縮強度・静弾性係数の調査結果 
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⑤ 床版防水システム 

床版コンクリートの材料劣化を抑制するには、床版

に水を入れないことが 重要であり床版防水、床版排

水(スラブドレーン）、舗装を複合的に床版防水シス

テムと捉え慎重に検討した。特に、今回、床版下面に

まで漏水が達していることもあり高性能防水材を選定

しかつ、塗布範囲を地覆まで立ち上げる改善を行った。 

防水材は、高性能防水としてウレタン系（NEXCO 

グレードⅡの要求性能を満足）を床版全面に用いた。 

また、床版排水（スラブドレーン）は、水の集まる

位置に効果的に追加設置した。 

舗装材料は、前回同様、橋面用で水密性に富む改質

アスファルトⅢ型－Ｗを用いた。（図-7・写真-11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 床版防水システム細部構造 

 床版への浸水は、舗装目地の隙間から侵入しコン

クリートを劣化させると推定される（写真-12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このため、写真-11のとおり舗装目地にシールを行

うだけでなく、桁端部の水のたまりやすい箇所は、

橋面の水が排水枡に適切に流れるよう排水枡直近ま

で伸縮継ぎ手部の後打ちコンクリートを設置し構造

改善を行った。（写真-13） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 施工時期・施工期間 

品質を低下させることを避けるため、温暖な時期

に丁寧な施工を行うため、５月から11月中旬とし、

盆を除き終日片側交互通行にて実施した。 

  

４． 施工中の安全確保について 

  

床版打ち換え時は、片側１車線に交通を確保し、上り

線・下り線の反復施工とする。既設床版の損傷が著しい

ため、施工中の通行車両の安全を確保するため、計測管

理を実施することとした。 

 

 

図-6   打ち継ぎ目の細部構造 

写真-10   打ち継ぎ目の細部構造 

図-7   床版防水システム概念図

写真-12   舗装目地部のコンクリート部材損傷状況

地覆付け根部が土砂化地覆の舗装目地から浸水

写真-13   排水枡直近の構造改善事例 

写真-11   高性能防水設置状況 

【ひび割れ対策】 
溶接金網設置 

【新旧Coの一体化】 
差し筋設置 

【新旧Coの一体化】 
接着剤塗布 

【マクロセル腐食対策】 
亜硝酸リチウム塗布

雨水が滞水
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(1) 管理値（閾値）の検討 

管理値は、施工中の床版のたわみを計測し閾値を超

えた段階で危機対応を実施するための値である。 

 しかしながら管理値に定められた値がなかったため、

既存の設計図書による床版応力照査及び載荷試験によ

るたわみ計測を実施し検証した。 

 この両者の値を比較すると実橋のたわみ量は計算値

の２割程度であり、片側床版を完全除去した際の床版

に作用する断面力も同様に低減されると考え、逆算し

たわみ量を算定した。 

 このたわみ量（2.9mm）を許容変位量と考え、管理

値は、許容変位量の７割とし2.0mmと設定した。 

 

(2) 計測方法と危機時の対応 

計測は、高感度変位計4箇所とダイヤルゲージを桁

支間中央・橋台側とあわせて3測線設置した。 

 ダイヤルゲージは、2回/日の計測とした。また、高

感度変位計は、終日連続的にデータを取得するため、

上記に示した管理値を超過した際、施工者への自動連

絡とパトランプが点灯し現場警備員に知らせるものと

した。この場合、緊急体制とし、主任監督員等職員と

連携を密とし対応するものとした。（図-8・写真-14） 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 計測結果 

 施工は、片車線6パネル（約4ｍ）に区切り、安全確

保の観点から隣り合うパネルでは取り壊しを行わない

よう施工した。 

計測結果は、上下線おのおのの施工時ともに1.9mm

であり管理値以内となった。 

また、変位速度は、 大0.71mm/hであったが補修中

の断面欠損部のコンクリートを施工した段階にて収束

したため、継続して施工を行った。 

 

(4) 施工中の広報 

施工中は、直近に終日片側交互通行にて同様な床版

補修を実施していたため、通行者にわかりやすいよう

統合した工事案内看板を設置した。（写真-15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 今後のメンテンナンスのために 

 

今回は、前回補修した橋梁が再劣化したため、現場

において原因を徹底的に追求し、改善策を立案した。

道路保全においては、マニュアル一辺倒でなく、橋梁

ごとの損傷要因や環境条件を的確に把握し、改善手段

を検証したうえ補修工法を選定しないと十分な効果を

発揮しないことを本件にて痛感した。 

施工完了後は、今後の点検が容易なように橋下に降

りる階段の設置や補修履歴版を現地に設置した。 

また、本事例については、地域の自治体や施工業者

等に対して本事例の講習会を行うなど、補修現場のノ

ウハウを学んでいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンテナンス時代に突入する今、職員だけでなく、

施工業者、自治体、学識者等とともに、意識改革と技

術力向上に向けた取り組みを継続していくことが必要

であり、改善策を模索し、また、技術力の育成を行い、

よりよいものを作り上げていく姿勢をもってこの時代

を乗り切っていく必要がある。 

  

 

図-8   計測装置設置位置図 

写真-14   計測装置・緊急警報機設置状況 

写真-15   道路工事統合案内看板 （道の駅に設置） 

 

 

通行規制状況（幅員） 

 

路線図に、補修橋梁の位置

補修橋梁 

写真-16  橋梁下に設置した補修履歴版・現地講習会の様子 

高感度変位計 
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別紙－１ 

小名浜港における臨港道路点検マニュアルの策

定について～使い始める前に考える～ 
 

佐々木 均1・齋藤 良章1・槇岡 大祐1 
 

1東北地方整備局 小名浜港湾事務所 工務課 （〒971-8101 福島県いわき市小名浜字栄町65） 

 

 本発表は，小名浜港で整備を進めている臨港道路（橋梁部）の施工段階からの点検計画立案

並びに点検マニュアルの策定を報告するものである．本点検マニュアル策定の3つのコンセプト

は，「専門家でなくても使える」，「点検しやすい環境を整える」，「現場で気付く工夫をす

る」である．点検マニュアルの策定にあたり検討委員会1)を開催し，設計・施工上の留意点の

整理や港湾管理者である福島県（以降，管理者）の意見を反映した設計変更，並びに各部材へ

のマーキング等の点検補助設備の設置検討を行い，「100年後も健全な橋」を目指す点検計画の

立案及び点検マニュアルの策定を行った． 
 

キーワード 臨港道路，PCエクストラドーズド橋，維持管理，点検計画，目視点検  
 
 

1.  業務の目的・必要性 

 
 近年，経年劣化による港湾施設の損傷や，自然災害に

よる被災事例が報告されており，港湾施設の適切な維持

管理の重要性が高まっている．中でも臨港道路（橋梁

部）について道路橋示方書・同解説2)では，「橋の設計

段階より適切な維持管理を容易かつ確実に行うことがで

きるよう配慮すべき」との記述がある．しかし，既存の

点検マニュアルに基づいた点検では対象部材・項目が非

常に多くかつ専門的であり，点検コストも膨大であるこ

とから，管理者にとって大きな負担となっている．また

既存の点検マニュアルは，老朽化し損傷が既に発生して

いる施設に対応した内容に特化しているため，新規かつ

採用事例の無い構造物に対しては適合しないおそれがあ

る． 
 そこで，予防保全の観点から効率的かつ合理的な維持

管理を目的とし，橋梁の施工段階からの点検計画立案，

並びに点検マニュアルの策定を行った． 
 

2.  臨港道路の概要 

 
 小名浜港は2013年に特定貨物輸入拠点港湾（石炭）に

指定され，沖合人工島に石炭を集荷する国際物流ターミ

ナルを整備中である（図-1）．臨港道路（橋梁部）（以

下，本橋梁）は沖合人工島と陸上部を結ぶ唯一のアクセ

ス道路であり（図-2），平成28年度の完成を目指し整備

中である．東港地区は将来国内最大級のエネルギー輸入

 

 
 

図-1  小名浜港東港地区事業計画概要 

 

 

 

 
 

図-2  本橋梁の全体図 
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拠点となり，本橋梁は東日本のエネルギー供給を支える

大きな役割を担う． 
 本橋梁は，橋長927mであり，航路を跨ぐ航路部は臨

港道路としては国内で初となる，5径間連続PCエクスト

ラドーズド橋を採用し，陸上部は4径間連続PC箱桁橋か

らなる．一部が海上橋であることを踏まえ，様々な塩害

対策のほか，耐久性に配慮した材料選定や構造寸法設定

をしている．特に航路部橋梁は，塩害対策として鉄筋か

ぶり確保のほか，全長に渡りエポキシ樹脂塗装鉄筋を使

用するとともに，斜材は多重防食を施している．また，

維持管理に配慮して，箱桁内に斜材定着部を設けており，

各径間の中央閉合時に水平反力調整を行うことで，P5～
P8橋脚の支点構造をラーメン構造としている． 
 
 

3.  点検マニュアル策定のコンセプト 

 

 本点検マニュアルの策定にあたって，「人の目を使

い，実感を伴った点検を大事にする」という基本理念を

定めた．この基本理念に基づき，次に掲げる3つの策定

コンセプトから成る点検マニュアルを作成した（図-3）． 

 

(1) 専門家でなくても使える 

 本橋梁は，維持管理を考慮した専門的な技術を多数採

用している．しかし，橋梁維持に関する技術者が不足し

ている現状で，常に橋梁の専門家が管理できるとは限ら

ない．そこで，本橋梁の設計図書や竣工図書に基づき，

部材応力の余裕が小さい箇所や部材の材料特性や構造特

性から変状が生じやすい箇所をマニュアルに整理し，点

検実務者が各部材の特性を把握したうえで点検を実施で

きるようにした．例として，斜材の概略図を示す（図-4，
表-1）．斜材は多重防食を施しているが，同種橋梁形式

の腐食による破断事例3）を踏まえ，最初に劣化兆候が現

れるコーキング等の耐用年数が低い材料を用いている部

位，漏水懸念箇所に着目して日常点検を実施することと

した． 

 点検にあたって，2つのチェックポイントをまとめた．

1つは路面・桁内・側面・桁下を大きな視野で見ること

である．週数回の車上目視，及び1ヶ月毎の徒歩による

目視点検で，異常振動や遠望目視でも確認できるひび割

れ等が無いかを確認する（図-5）．もう1つは重点的に

点検すべき箇所について，その状態を詳しく見ることで

 

 

 

図-4  斜材の概略図 

 

 

 

 

図-5  チェックポイント１の例 

 

 

 

図-3  マニュアルの基本理念とコンセプト 

 

表-1  斜材点検時の留意点 

 

留意事項

日常
点検

・水抜き孔や水抜きパイプからの漏水有無

・斜材のたわみや塔部及び主桁埋込み部付近の変状有無

・斜材保護管や制振装置カバー部のｺｰｷﾝｸﾞの劣化状況

定期
点検

・斜材主桁側定着部・制振装置への漏水

・斜材のずれ

・外管周囲のコンクリートのひび割れ

・各種鋼部材の腐食

・水抜きパイプのつまり

臨時
点検

・斜材の張力低下を助長するようなひび割れの有無

・維持管理上耐久性低下が懸念される変状の有無
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ある．P5主塔の例を示す（図-6）．P4～P5間は曲線区間

になっていることから，P5主塔には橋軸直角方向に曲線

の中心方向に働く水平力を受け，基部に曲げモーメント

が発生する構造となっている．このため，P5主塔につい

ては広範囲にわたるひび割れの発生等を詳しく見ること

とした． 

点検実施者の目視による劣化度判断のばらつきを軽減

するために，各部材毎に目視評価における基準を作成し

た．斜材の例を示す（図-7）． 

また，点検確認の抜け・漏れの防止や，異常時におけ

る迅速な対応を目的として，各点検の種類ごとに点検ル

ートマップを作成した． 

 

(2) 点検しやすい環境を整える 

点検ミスを防止するため，管理者の意見を反映し，点

検環境の検討を行った．例として箱桁内部の簡易照明の

検討を示す（図-8）．箱桁内は立入回数の少なさから照

明を設置した事例は少ないが，本橋梁では斜材の定着部

を箱桁内に収納していることから，桁内のケーブル定着

部の目視確認が重要である．そこで施工が終盤に差し掛

かる今年度，簡易的な桁内照明を設置する軽微な設計変

更を行った．  

 

 

図-6  チェックポイント2の例 

 

 

 

 

図-8  箱桁内簡易照明 

 

 

 

図-7  目視評価基準の例（斜材） 
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近接目視は国内最大級の橋梁点検車(BT-400)を用いて

も，一部不可能な箇所が存在する（図-9）．そこで検討

委員会での議論を経て，一般定期点検の目視点検方法は，

航路直上80ｍ区間以外は遠望目視を基本としつつ，桁下

の利用状況や変状の有無に応じて近接目視を行うことと

した（図-10）．ただし，遠望目視範囲においては，変

状が確認された時点で適宜近接目視に切替えることにし

た． 

 

(3) 現場で気付く工夫をする 

点検補助設備の整備として，確認された変状位置の特

定のための補助設備や定期的に実施する計測箇所の設標

のほか，設計上や施工上における留意箇所を点検時に把

握できるようにマーキングの設置計画を立案した．例と

して，地覆部のマーキングを示す（図-11,表-2）． 

 

 

4.  点検計画の立案と点検頻度 

 

点検マニュアル策定の3つのコンセプトに基づき，点

検計画の立案を行った．本橋梁は，国際物流ターミナル

への物流の往来に際して，代替路線のない唯一のアクセ

ス道路であることから，一般定期点検は港湾局刊行の点

検診断ガイドライン4）の重点点検診断施設に準じた．変

状の早期発見を目指し，日常点検に重点を置き，点検の

 

 

表-2 点検補助設備（案）一覧 

 

部位 点検補助設備内容 

地覆 
・点検位置把握への配慮：1m 毎に地覆内側（車道・歩道）にライン，5m 毎で距離を明示 

・定期的な定点計測を目的：両側地覆部に支間の 4 等分点に基準点（金属鋲）を設置 

主桁(外面)  ・変状位置把握への配慮：桁下及び側面にマーキング（施工ブロック，支間等分箇所） 

主桁 

(箱桁内) 

・箱内点検での位置把握への配慮：マーキング（施工ブロック，支間等分箇所，定着突起） 

・設計・施工上の観点での重点点検箇所：施工目地，水平加圧点，腹圧力作用点，開孔後埋部 

・箱桁内の設備把握への配慮：桁内の付属設備(排水，落橋防止等)の名称付け 

塔  ・定期的な定点計測を目的：主塔部に 5m ピッチの高さに基準点（金属鋲）を設置 

斜材  ・斜材のずれを容易に確認するための配慮：全斜材の主塔定着部近傍にマーキング 

橋脚 
・変状位置把握への配慮：各橋脚に 5m ピッチで高さをマーキング 

・定期的な定点計測を目的：各橋脚に約 10m ピッチの高さに基準点（金属鋲）を設置 

橋台ｱﾌ゚ ﾛー ﾁ部  ・土工接続部とのずれを容易に確認するための配慮：橋台翼壁部と補強土壁の境界部にマーキング 

 

 

 

 

 

図-10 近接目視及び遠望目視位置 

 

 

図-11  点検補助設備例（地覆部） 

 

 

 

図-9  橋梁点検車(BT-400)による目視点検 
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種類と頻度を設定した(表-3)．各部材の点検頻度は、部

材の重要度に応じて設定した(表-4)． 

なお，定期点検等による施設の状態や劣化度の評価結

果に応じて，点検計画の更新や見直しを行うことにして

いる． 

 

 

5.  今後の課題・まとめ 

 検討委員会での議論を取りまとめ，点検マニュアル

（案）を作成した．作成した点検マニュアル（案）は委

員会の配布資料も含め，小名浜港湾事務所のHPで公開

している．本点検マニュアルの今後の課題とまとめにつ

いて以下に示す． 

 

(1) 今後の課題 

 目視点検の限界を踏まえ，今後は本橋梁上での事故な

どのリスク管理について検討を行う．橋梁の変状を面的

に把握するため3Dレーザースキャナによる検証を今年

度行う予定である（図-12）．また，供用後に起こりう

る不明点・不具合について，県・国・利用者及び専門家

が課題を共有できるような連絡体制の構築を目指す． 

 

(2) まとめ 

「100年後も健全な橋」を目標に，点検計画の立案及

び点検マニュアルの策定を行ったが，マニュアル策定を

行う上で着目した主な事項を以下に示す． 
・継続的な維持管理を目的として，当該構造物の特性を

踏まえ，具体な点検方法や項目，頻度を設定し，点検計

画を立案するとともに，点検補助設備の整備ほか，目視

評価基準や点検ルートマップを作成し，誰もが効率的な

点検を容易にできるように配慮して点検マニュアルを策

定した． 
・点検計画の検討にあたり，管理者との綿密な議論を重

ね，方針や具体の内容などについて合意形成を図りなが

ら，各種検討を実施した． 
・施設の状態や利用形態に応じた近接目視と遠望目視の

範囲の明確化，点検方法や頻度の見直し時期などを明記

し，点検の効率化や合理化が図れる点検計画を立案した． 
このように，維持管理開始前において供用後に起こり

うるリスクや，誰でも可能な維持管理のあり方を，管理

者である県や，設計・施工の専門家と協議を行い作成し

た本点検マニュアルは，今後のインフラ整備における好

事例として期待できる． 
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2) （公社）日本道路協会：道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通

編・Ⅱ鋼橋編），2012.4 
3) 小林憲一，大平英生，登石清隆，羽田伸介：妙高大橋の

PC ｹー ﾌ゙ ﾙ破断調査と対策，橋梁と基礎，2011.9 
4) 国土交通省港湾局：港湾の施設の点検診断ガイドライン，
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表-3  点検の種類と頻度 

 

点検の種類 頻度 方法

初回点検
- フルスペックの調査

完成後2～3 年 計測や調査を実施(初期管理値の取得)

日常点検

週数回 車上からの目視

1 ヶ月毎 徒歩による橋面からの目視

1 年毎 箱桁内にて漏水有無等の確認

1 ヶ月毎 桁下・側面、船舶からの目視

定期点検
一般定期点検 3 年毎 近接・遠望目視を基本として確認

詳細定期点検 10 年毎 一般定期点検のほか、計測や調査実施

一般臨時点検 異常時
近接目視にて変状確認を基本

必要に応じて張力測定等も実施
 

 

 

図-12  3Dレーザースキャナによる撮影(2016年3月撮影) 

表-4  各部材の点検頻度 
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ダイヤモンド型インターチェンジへの

ラウンドアバウト導入評価

―運転者の受容性の観点から―

福田 学1 

1国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所 計画課 （〒690-0017 島根県松江市西津田2-6-28） 

 重大事故の多発する郊外部交差点において安全性，円滑性等の優位性をもつラウンドアバウ

トの導入が日本でも近年一般道路を中心に進んでいる．また欧米では，ダイヤモンド型インタ

ーチェンジに構造上必要となる，ランプ出入口の郊外部交差点に対し，2つのラウンドアバウト

を連続的に接続した6枝のダブルラウンドアバウト，若しくは2つのラウンドアバウトが瓢箪型

に合体した4枝の瓢箪型ラウンドアバウトを適用し改善を図っている．しかし国内では，未だこ

うしたラウンドアバウトの導入実績がないため，簡易ドライビングシミュレータを用いた分析

により導入時の道路利用者の受容性を検討し，高い安全性，円滑性が得られることを確認した． 

キーワード インターチェンジ，ダブルラウンドアバウト，瓢箪型ラウンドアバウト

1. はじめに 

(1)   ラウンドアバウトの現状 

 交通量が少ない郊外部の無信号交差点においては，走

行速度が大きく，出会い頭事故や右折対直進事故による

重大事故が多発している．またそうした箇所で信号制御

を行った場合，交差車両がない中での無駄な信号待ち，

信号無視，非常時の停電による機能停止といった新たな

問題が生じてくる．これらの課題に対し，欧米各国でラ

ウンドアバウトが積極的に導入されている．ラウンドア

バウトとは，一方通行の環道交通流に優先権のある円形

交差点であり，一般の交差点に比べ交差点の錯綜点が少

ないなど安全性に優れる．また信号機が不要であること

から円滑性，経済性，耐災性が高い．我が国においても

一般道路を中心にラウンドアバウトの導入が進みつつあ

る．2014年9月には改正道路交通法によりラウンドアバ

ウトが明確に環状交差点として位置づけられ，翌年まで

に44ヶ所の交差点が指定されるに至った． 

(2)   本研究の背景と目的 

 自動車専用道路に設けられるインターチェンジには多

くの種類がある．このうち，ダイヤモンド型インターチ

ェンジは も単純な形をしており，用地が も少なくて

済み，建設費がかなり安く，交通の迂回距離も 短とな 

る．そのため料金所が不要な場合に適用性が高く，松江

国道事務所管内の山陰道事業においても多く採用が見込

まれる形式となっている．一方で，ランプ出入口には交

差点が必要となる．欧米ではこうしたランプ出入口交差

点に対してラウンドアバウトを導入する事例も多くみら

れる．これは前述の効果に加え，逆走防止，高速走行か

ら低速走行への意識の切り替えといった自動車専用道路

特有の課題への有効性を期待した結果であるように思わ

れる．この場合には用地を効率的に活用するため，2つ

のラウンドアバウトを連続的に接続した6枝のダブルラ

ウンドアバウト（写真-1），若しくは2つのラウンドア

バウトが瓢箪型に合体した4枝の瓢箪型ラウンドアバウ

ト（写真-2）が適用される．ただし，国内ではまだ導入

実績はない．そのためこうしたラウンドアバウトの導入

を検討するにあたっては，期待される効果のうち道路利

用者の受容性に関わる項目の確認が必要である． 

そこで本研究は，環道内，連絡部での速度低下，逆走

防止といった安全性，走行しやすさなどの円滑性を，実

際の運用に近似した状況のもとで検証することを第1の

目的とする．さらに，その結果をダブルラウンドアバウ

ト，瓢箪型ラウンドアバウトの両者で比較し，ラウンド

アバウトになじみのない地域で導入することを想定した

場合によりふさわしい形式を選択する際に参考となる知

見を得ることを第2の目的とする． 
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写真：Google  

写真-1 ダブルラウンドアバウトの例(米国コロラド州) 

写真：Google  

写真-2 瓢箪型ラウンドアバウトの例 

(米国インディアナ州) 

2. ラウンドアバウトの適用検討と設計 

 ダイヤモンド型インターチェンジへのラウンドアバウ

ト導入を考えるにあたり，あらためてその適用が可能か

どうかを判断し，その上で幾何構造を決定した．それら

の検討における基準としては，現在国内ラウンドアバウ

ト設計の指針となっている「望ましいラウンドアバウト

の構造について」1)（以下，「課長通知」という．）及

び「ラウンドアバウトの計画・設計ガイド（案）」2)

（以下，「ガイド」という．）を参照した． 

(1)  ラウンドアバウト適用可否の検討 

 第一にラウンドアバウトが実際に当該インターチェン

ジにおける交通需要を十分に処理し，効果を発揮しうる

ことを確認した．その交通条件は，課長通知，ガイドと

もに日当たりの総流入交通量が10,000台未満であること

とされている．計画交通量は上記を満たしており，ラウ

ンドアバウトの導入は可能であると判断できる． 

(2)  ラウンドアバウトの設計 

第二にラウンドアバウトの幾何構造を検討した．まず，

基本条件を整理した．設計上想定する主要な走行車両に

ついては，ガイドの「2段階設計車両」の考えを用いる．

すなわち，大きな規格の車両に合わせて設計した場合，

図-1 単正円のラウンドアバウト 

幅員がいたずらに広がるなど安全上の問題がある．その

ため主要な通行車両（主設計車両）に幾何構造を合わせ，

走行が想定されるより大きな車両（副設計車両）は中央

島を囲む環道とは区切られた平地（エプロン）も利用す

れば走行可能となるように設計を行った．主設計車両は

小型自動車等で，副設計車両はセミトレーラ連結車とし

た．同時にコントロールポイントを確認した．結果，現

況道路用地内におさまり，ボックス，擁壁等の施工済一

般構造物や橋台，橋脚位置等の橋梁計画に支障のないよ

う幾何構造を検討することとした．次に，この基本条件

のもとにラウンドアバウトの中心位置と外径，流出入部

及び中央島と環状部の形状を決定した． 初に国内で既

に多く導入されている，単一の単正円の形状をとるラウ

ンドアバウトで幾何構造を検討したが， 小でも外径

D=46.0mとなり，既存用地，既設構造物，既計画を大幅

に変更せざるを得ず，不適であった．そこでダブルラウ

ンドアバウト及び瓢箪型ラウンドアバウトを検討したと

ころ，既存用地内に収まり，既設構造物，既計画の変更

もほぼ不要となった． 

(3)  ラウンドアバウトの幾何構造と想定される性能 

ダブルラウンドアバウト及び瓢箪型ラウンドアバウト

の設計にあたっては，速度抑制や逆走防止といった安全

性，そして走行に支障が生じないといった円滑性の性能

を構造上意図した幾何構造としている．安全性について，

速度抑制の観点からは，課長通知の目安に従い，設計車

両，隣接する接続道路間の交差角度及び分離島の設置有

無にもとづき必要以上に大きすぎない外径を設定した．

また中央島の中心位置を各ランプと一般道路の中心線が

交差する点の近傍に設定することで環道内の直進的な走

行を防止し，速度が上がりにくい構造とした．逆走防止

に関しては，近年高速道路での逆走による重大事故が社

会問題となっており，インターチェンジ部での逆走対策

が盛んに議論されてきた．ラウンドアバウトの場合，環

道流入時，誤って右折することで起こる環道内逆走，環

道流出時，誤って流入部を走行してしまう環道外逆走の
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2つが考えられる．これらの逆走を防止するため，国内

の一般道路に設けられたラウンドアバウトで既に実績の

ある3)逆走対策を取り入れた．具体的には，正しい進行

方向が明確となるように，図-4に示すとおり分離島に角

度を付け，流入，流出時いずれの場合でも逆走が起こり

にくい構造とした．流入部外側の曲線は，我が国での導

入事例も踏まえR=12.0mとした．このようにインターチ

ェンジをラウンドアバウトとすることで，幾何構造の工

夫によっても逆走防止対策を施すことができ，従来の案

内標識等による対策と組み合わせることで大きな効果が

期待される．一方，これらの安全性を構造上確保しつつ，

円滑性の観点からは設計車両の走行軌跡を確認し，走行

に支障がないような幾何構造とするため，繰り返し設計

を行った．結果，表-1に示す諸元を決定した．  

しかしながら，一般道へのラウンドアバウト導入さえ

端緒についたばかりで，国内に未だ当該ラウンドアバウ

トの導入実績がない中，我が国の道路利用者がどのよう

な反応（走行挙動，感じ方）を示すかは未知であり，そ 

図-4 逆走対策を施した流出入部の幾何構造とイメージ 

れは本研究を通じて明らかにされねばならない． 

3. 本研究の主眼と実験手法

 ダイヤモンド型インターチェンジへ適用するラウンド

アバウトの安全性，円滑性についての受容性を確認する

ため，模擬コース走行体験調査及び簡易ドライビングシ

ミュレータ（以下，簡易DS）による室内実験を行い，結

果を分析した．前者の模擬コース走行体験調査について

は，ダブル，瓢箪型いずれも流入部に角度を設けるなど

の対策が逆走防止に寄与していることや環道内の走行速

度が大きく抑制されているといった結果が日下ら

（2016）によりまとめられている4)．本研究では，主に

後者の簡易DSによる室内実験の検討結果を明らかにした． 

  表-2に本実験の概要を示す．写真-3，写真-4は，機

器及び走行時の画面の様子である．被験者は偏りのない

よう運転歴ベテランから初心者までの20～50歳代男女14

名とした．2方向から直進，右折をそれぞれ行う計4つの

走行シナリオを設定し，ダブルラウンドアバウト，瓢箪

型ラウンドアバウトの両方で走行した（表-3，表-4）．

形式の違いによる影響を除くため， 初に走行する形式

がダブルラウンドアバウトであるグループ，瓢箪型ラウ

ンドアバウトであるグループの2つに被験者を同数ずつ

割り振った．各走行シナリオは3回走行することとし，

走行ログデータを取得した．さらに，被験者に対しヒア

リング調査も行った．  

表-1 ラウンドアバウトの諸元 

逆走対策：流入部に角度を設け 
分離島を傾ける 

Ｒ=12m程度 
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表-2 簡易DSによる室内実験の概要 

項目 内容

平成28年1月19日（火）9：30～19：00
平成28年1月21日（木）9：30～18：00
14名
　女性5名（20代：3名，40代：1名，50代：1名）

　男性9名（20代：3名，30代：2名，40代：2名，50代：2名）

①走行ログデータ取得（各ケース×3回走行）

　・走行速度，ハンドル操作（ヨー角速度）を連続的に記録

②ヒアリング調査

　・各被験者に走行性，逆走のしやすさ等について聞き取り調
　　査を実施

日時

被験者

調査項目

写真-3 簡易DSの様子 

写真-4 走行時の画像例 

表-3 ダブルラウンドアバウトの走行ケース

表-4 瓢箪型ラウンドアバウトの走行ケース 

4. 実験結果と考察

(1)  安全性に関する評価と考察 

 安全性について，走行ログデータを分析し，走行速度

の変化から評価した．また，被験者に対してヒアリング

を行い，逆走のしにくさについて心理面から評価を行っ

た．走行速度については，ダブルラウンドアバウトでは

10～25km/hであり，瓢箪型ラウンドアバウトでは15～

30km/hであった（図-5，図-6）．瓢箪型ラウンドアバウ

トで若干走行速度が高いものの，両者とも重大事故を想

定しにくい速度まで走行速度が低下している．両者の速

度差の要因を考えるにあたり，被験者の走行速度を追跡

すると，ダブルラウンドアバウトでは2つのラウンドア

バウトの連結部において加減速が生じている．一方この

部分が一本道のS字区間となっている瓢箪型ラウンドア

バウトでは，スピードを緩めることなく加速しており，

その後流出の際に大きく減速している．こうした違いが，

瓢箪型ラウンドアバウトの多少の速度増大をもたらして

いるものと考えられる．逆走のしにくさについては，ダ

ブルラウンドアバウト，瓢箪型ラウンドアバウトのいず

れも，各ケース8～9割程度以上が「逆走しにくい」，

「どちらかと言えば逆走しにくい」と回答しており（表

-5，表-6），構造上逆走への不安を意識することなく走

行できることが分かった． 

(2)  円滑性に関する評価と考察 

次に，円滑性について，環道からの流出しやすさ，連

絡部の走行しやすさ，という2つの側面から検討した．

そしてこれらに対する心理的評価を各走行シナリオにお

いてアンケートにより把握した．第一に，環道からの流

出しやすさについて分析した．ダブルラウンドアバウト，

瓢箪型ラウンドアバウトについて「流出しやすい」及び

「どちらかといえば流出しやすい」と答えた人の割合は，

1シナリオ目から3シナリオ目までの平均でそれぞれ64％，

76％となり，一定の流出しやすさが確認できる．ただし，
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その割合は4シナリオ目ではそれぞれ38％，29％と比較

的低いものとなった（表-7，表-8）．本シナリオは，流

入後しばらく直進的に走行する他の3シナリオとは異な

り，インターチェンジから流入した直後に右折する．自

由記述では走行しているうちに進行方向が分からなくな

るとの指摘が多く，これが流出しやすさを感じにくい主

要な理由として挙げられる．もっとも，今回行ったシミ

ュレーション上のラウンドアバウトには案内標識等を全

く設けておらず，実際の運用にあたっては案内標識等の

設置により，流出しやすさは改善されると考えられる．

第二に，連絡部の走行しやすさに関するヒアリング結果

を表-9，表-10に示す，ダブルラウンドアバウトにおい

ては，走行回数を重ねるごとに顕著に走りやすいと感じ

る人の割合が増え，3シナリオ目（9回の走行後）では

終的に「走りやすい」及び「どちらかといえば走りやす

い」の回答割合が7割程度に達した（図-7）．一方瓢箪

型ラウンドアバウトにおいては，走行回数を重ねても走

りやすいと感じる人の割合は増加することはなく，いず

れのシナリオでも「走りやすい」及び「どちらかといえ

ば走りやすい」の回答割合は4割程度に過ぎない（図-

8）．こうした違いが生じる要因を，自由記述による回

答理由から考察すると，次のようなことが考えられる．

すなわち，ダブルラウンドアバウトは2つのラウンドア

バウトを連絡路でつないだものであり，一つひとつのラ

ウンドアバウトの構造にはなじみがある．そのため現在

いる交差点と連絡路の先の次の交差点とを分離して思考

することができ，落ち着いて走行することが可能になる．

一方，ダブルラウンドアバウトの外周部分のみを切り出

したような形状をした瓢箪型ラウンドアバウトは特異な

S字カーブで離れた交差箇所をつないでいる．したがっ

て慣れないハンドル操作を続けながら加速し，すぐに次

の交差箇所に移ることになる．そのため走行時に落ち着

いた状態での思考が難しく，すぐに目的の流出路につい

てしまうと感じ，焦ってしまうことになるといえる．な

お，ダブルラウンドアバウト，瓢箪型ラウンドアバウト

のいずれにおいても，4シナリオ目では「走りやすい」

及び「どちらかといえば走りやすい」の合計回答割合は

低下しているが，既に述べたように，被験者が4シナリ

オ目に入ったとき，急に他の3シナリオとは大きく異な

る動きをする経路を走行するようになることが原因と考

えられる． 

図-5 ダブルラウンドアバウトの走行速度変化の一例 

（ケース1-1） 

図-6 瓢箪型ラウンドアバウトの走行速度変化の一例 

（ケース2-1） 

表-5 ダブルラウンドアバウト 逆走しにくさの評価 

 ダブルラウンドアバウト　ヒアリング結果　N=14
ｹｰｽ 1-1 ｹｰｽ 1-2 ｹｰｽ 1-3 ｹｰｽ 1-4

 逆走しにくい
 どちらかといえば逆走しにくい
 どちらでもない 0% 0% 0% 0%
 どちらかといえば逆走しやすい 14% 0% 15% 15%
 逆走しやすい 0% 8% 0% 8%

86% 92% 85% 77%

 

表-6 瓢箪型ラウンドアバウト 逆走しにくさの評価 

 瓢箪型アバウト　ヒアリング結果　N=14
ｹｰｽ 2-1 ｹｰｽ 2-2 ｹｰｽ 2-3 ｹｰｽ 2-4

 逆走しにくい
 どちらかといえば逆走しにくい
 どちらでもない 0% 0% 0% 0%
 どちらかといえば逆走しやすい 21% 14% 14% 9%
 逆走しやすい 0% 0% 0% 0%

86% 91%79% 86%

 

表-7 ダブルラウンドアバウト 流出しやすさの評価 

 ダブルラウンドアバウト　ヒアリング結果　N=14
ｹｰｽ 1-1 ｹｰｽ 1-2 ｹｰｽ 1-3 ｹｰｽ 1-4 平均(1-4除)

 流出しやすい
 どちらかといえば流出しやすい
 どちらでもない 7% 0% 15% 0% 8%
 どちらかといえば流出しにくい 36% 21% 15% 31% 24%
 流出しにくい 14% 0% 0% 31% 5%

38%43% 79% 70% 64%

表-8 瓢箪型ラウンドアバウト 流出しやすさの評価 

瓢箪型ラウンドアバウト　ヒアリング結果　N=14
ｹｰｽ 2-1 ｹｰｽ 2-2 ｹｰｽ 2-3 ｹｰｽ 2-4 平均(2-4除)

 流出しやすい
 どちらかといえば流出しやすい
 どちらでもない 0% 0% 0% 7% 0%
 どちらかといえば流出しにくい 21% 7% 29% 50% 19%
 流出しにくい 7% 0% 7% 14% 5%

76%93% 64% 29%71%

表-9 ダブルラウンドアバウト 走行しやすさの評価 

 ダブルラウンドアバウト　ヒアリング結果　N=14
ｹｰｽ 1-1 ｹｰｽ 1-2 ｹｰｽ 1-3 ｹｰｽ 1-4

 走りやすい
 どちらかといえば走りやすい
 どちらでもない 36% 31% 0% 21%
 どちらかといえば走りにくい 36% 8% 31% 21%
 走りにくい 7% 8% 0% 7%

21% 54% 69% 50%

 

表-10 瓢箪型ラウンドアバウト 走行しやすさの評価 

 瓢箪型アバウト　ヒアリング結果　N=14
ｹｰｽ 2-1 ｹｰｽ 2-2 ｹｰｽ 2-3 ｹｰｽ 2-4

 走りやすい
 どちらかといえば走りやすい
 どちらでもない 7% 0% 7% 14%
 どちらかといえば走りにくい 43% 36% 43% 50%
 走りにくい 7% 7% 14% 7%

36% 29%43% 57%
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図-7 ダブルラウンドアバウト 走行しやすさの推移 
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図-8 瓢箪型ラウンドアバウト 走行しやすさの推移 

(3)  模擬コース走行体験調査結果との比較考察

 日下ら（2016）の報告をもとに，以上の結果を模擬コ

ース走行体験調査の結果と比較する．比較可能な項目は，

「走行速度の変化」（プローブ計測による走行調査で取

得した．），「逆走しにくさ」及び「走行しやすさ」

（ヒアリング調査により得られた．）である．走行速度

の変化については，それぞれ低速の走行速度である

30km/h以下にまで速度低下が生じていた．さらにダブル

ラウンドアバウトのほうが瓢箪型ラウンドアバウトより

も環道内速度の低下が大きい傾向も確認されており，こ

れらは本分析の結果と整合している．一方，逆走しにく

さ及び走行しやすさについては，瓢箪型ラウンドアバウ

トが優位であるという結果になった．逆走しにくさにつ

いては，ダブルラウンドアバウトは被験者のの約70％が

逆走しにくいと回答したが，瓢箪型ラウンドアバウトで

は全員が逆走しにくいと回答している．また走行のしや

すさについてはダブルラウンドアバウトでは約80%の回

答者が走行しやすいと感じたが，瓢箪型ラウンドアバウ

トは全員が走行しやすいと感じる結果となっている．こ

れは，日下らが考察するように，体験走行用の模擬コー

スを区画線とポストコーンのみで作成したため，分岐の

多いダブルラウンドアバウトでは，特に進行方向の案内

がわかりにくかったことが一つの要因と考えられる．ま

た，模擬コースは実際の地形とは異なり，運転免許セン

ターの平面部に設置され，線形や視距が良好であり，起 

伏も存在しない理想的な形状であった．このように被験

者がラウンドアバウトに対して習熟しやすい条件下で，

全ての体験走行を終えてからヒアリングを実施している．

本分析においても，さらに走行回数を重ね， 瓢箪型ラ

ウンドアバウトに対する習熟度を高めた状態では，瓢箪

型ラウンドアバウトの，環道が1つで分岐が少ないとい

う特徴から，速度調整やハンドル操作がしやすく感じる

ようになり，ダブルラウンドアバウトの走行しやすさを

上回る結果が得られた可能性があることが示唆される． 

6. おわりに

(1)  本研究の成果

ダブルラウンドアバウト，瓢箪型ラウンドアバウトと

もに重大事故が想定しにくい程度まで速度抑制効果がみ

られ，逆走を惹起しづらい構造となっていることが分か

った．また環道からの流出しやすさも一定程度確認でき

た．ただし，この点に関しては，案内標識等の設置によ

り，流出しやすさを改善する余地があることも明らかと

なった．連絡部の走行しやすさについては，ダブルラウ

ンドアバウトの場合すぐに習熟の影響が現れ，高い走行

しやすさを確認できるものの，瓢箪型ラウンドアバウト

では習熟までに一定の時間が必要となることが理解され

た．一方，より習熟が進んだ状態では，瓢箪型ラウンド

アバウトのほうがより高い走行しやすさを確認できる可

能性があることも示された． 

習熟による円滑性の発現については，それぞれに特徴

が見られたが，いずれの形式も，受容性の観点からダイ

ヤモンド型インターチェンジへの適用は十分可能である． 

(2)  今後の課題

本研究ではダイヤモンド型インターチェンジへのラウ

ンドアバウト導入は十分可能であることを確認した．し

かし国内では前例のない取り組みとなるため，関係機関

（道路・交通管理者）や地元調整を綿密に行って，適切

な合意形成を図ることが必要である．
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磁気異常密集区域の軟衝撃グラブによる 
浚渫（高松港）の報告 

 
 

鈴木 理恵 
 
四国地方整備局 高松港湾・空港整備事務所 工務課 （〒761-0011 香川県高松市浜ノ町72番9号） 

 

海底に衝撃を与える工事の着手前においては，第二次世界大戦中の空襲による不発弾等が残

存している可能性があるため，磁気物の確認を行うことが原則である．高松港朝日地区国際物

流ターミナル整備事業では，航路(水深12ｍ)浚渫工事の事前調査として磁気物探査を行った結

果，磁気物の密集区域が広範囲に確認された．そのため，グラブバケットの中でも特殊な「軟

衝撃グラブ」を使用し，安全性の高い浚渫作業を実施している．また，軟衝撃グラブを使用し

た施工実績は全国でも少なく，四国地方では初めての試みである．本稿では，高松港朝日地区

における軟衝撃グラブを使用した施工方法の検討や対応，その結果等について報告する． 
 

キーワード 軟衝撃グラブ，磁気異常密集区域，安全性，潮流対策，グラブ改良  

 

 
1. はじめに  

 
高松港は，香川県高松市に位置する港湾であり，「四

国の玄関」として重要な役割を果たしており，現在，朝

日地区では国際物流ターミナル整備事業を実施している．

これまで，高松港においては最大で水深10ｍ岸壁しかな

いため，大型船の入港時は喫水調整を行うなどしており，

非効率な輸送を余儀なくされている．また，県内には水

深12ｍ以上の耐震強化岸壁がないため，大規模地震時の

緊急物資輸送拠点としての機能が不足している．当該事

業が完了することで，地域産業の国際競争力の向上を支

える物流機能の拡充，さらには南海地震等の大規模地震

時における県民の暮らしや企業活動の維持及び安全の確

保ができる．事業進捗状況は，岸壁(水深12ｍ)(耐震)，

泊地(水深12ｍ)が完了しており，平成25年度より航路

(水深12ｍ)において浚渫工事を進めている． 

 

図-1 高松港朝日地区整備状況図 

航路(水深12ｍ)の浚渫範囲では，工事着手前の磁気物

探査を行った結果，磁気物の密集区域が広範囲に確認さ

れ，爆発物の有無を明確に判別することが困難な状況に

あった．そのため，グラブバケットの中でも特殊な「軟

衝撃グラブ」を使用し，安全性の高い浚渫作業を実施し

ている．なお，軟衝撃グラブを使用した施工実績は全国

でも少なく，四国地方では初めての試みである． 

本稿は，高松港朝日地区航路(水深12ｍ)における軟衝

撃グラブを使用した施工方法の検討や対応，施工結果等

について報告するものである． 

 

2. 港湾における浚渫工事 
 

 浚渫工事において，海域に爆発物があったため事故

につながった例があり，海底に衝撃を与える工事の着手

前は，安全を確認するため磁気探査の実施が原則となっ

ている．工事着手前の磁気探査において，磁気反応があ

れば潜水探査にて磁気物を撤去し，再度磁気探査にて安

全確認を行った後，浚渫工事を実施する． 
 
3. 軟衝撃グラブの概要 

 
(1)開発経緯 

昭和40年の下関港における機雷爆発事故を契機とし，

旧運輸省港湾局では，海底に衝撃を与える港湾工事等を

施工する場合は，事前の磁気探査を確実に実施すること

等を定めた．しかし，昭和47年，新潟港において，死者

2名，負傷者45名の重大事故が発生した．これは，港湾

施設の沈下等により鋼管杭が海底に埋没し，事前の磁気

探査において，反応が多く十分な解析が不可能であった

ことが起因していた．これを受け，旧運輸省第一港湾建
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設局は，昭和51年から昭和53年にかけ，海底に磁気物が

あっても安全かつ効率良く浚渫することを目的として，

社団法人日本作業船協会と共同で「軟衝撃グラブ」を開

発した． 

 

(2)軟衝撃グラブの特徴 

 軟衝撃グラブは，グラブに内蔵されている油圧機器の

作業油圧力を制御することが可能となっており，締付力

は直接爆発物を掴んでも安全とされる4ｔ以下1)としてい

る．また，グラブが爆発物に衝突しても安全であるよう

に，水中荷重を4ｔ，巻き上げ・巻き下げ速度を2.1m／s

以下に制限している．刃先形状は，機雷信管部(直径

33mm)よりも大きくし(50mm×19mm)，機雷を掴んだ際に爪

先が刺さって作動することのないよう設計されている． 

 

写真-1 軟衝撃グラブ外観 

 

(3)一般的なグラブとの比較 

グラブを用いた浚渫について，図-2の右図が一般的に

使用されるものであり，左図が軟衝撃グラブである．軟

衝撃グラブは，一般的なグラブと比較すると小型である． 

 

図-2 一般的なグラブと軟衝撃グラブの比較 

 

(4)施工実績 

軟衝撃グラブを使用した工事は，神戸港，大阪港，堺

泉北港，新潟港等において実績がある．  

 

4.  高松港における施工方法の検討 
 

(1) 現状調査 

a)自然環境 

 図-3に施工海域における潮流シミュレーション結果を

示す.矢印が長く密であるほど潮流が速いことを表して

おり，湾奥部と比較すると，航路(水深12m)部は潮流が

早い箇所に位置し(図-3左図)，流速2.0ﾉｯﾄ超える場合が

ある． 

また，土質調査結果より，航路(水深12m)部は砂質土

と粘性土で構成されている(図-3右図)． 

 

図-3 施工海域における潮流シミュレーション結果(左)

と土質調査結果(右) 

b)磁気探査(事前)結果 

航路(水深12ｍ)の浚渫範囲において，工事着手前に事

前の磁気探査を行ったところ，探査範囲のうち約65％が

磁気異常密集区域であることが判明した(図-4)．通常の

磁気探査波形記録は，個々に異常点を分離して解析する

ことができるが，磁気異常密集区域は，波形記録の１つ

の反応が収まる前に次の反応が現れる等，個々の波形記

録を分離するができない範囲である．なお，高松市街地

は空襲範囲の記録があり2),実際に平成4年と平成7年に高

松市内陸部にて不発弾が1個ずつ発見されている． 

 

図-4 浚渫必要範囲及び磁気異常密集区域 

c)潜水調査結果 

事前の磁気探査での結果を受け，部分的に潜水調査を

実施し，海底状況の確認を行った(図-5 A-1～7,B-1)．

潜水調査の結果，磁気物は主にスクラップであった．そ

れらは航路南側を中心に大量に存在しており，海底は爆

発物の有無を明確に判断できない状況であった．また，
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潜水士による磁気物の揚収作業について，表面に存在し

比較的小さなものは揚収可能であるが，埋没しているも

のはジェットポンプ等で掘削すること，大きなものは起

重機船等の大型船舶で揚収する必要があった． 

なお，突棒調査においては，60cm程しか突棒を押し込

むことができず，それより下は固い地盤であることが判

明した． 

 
図-5 潜水調査箇所(左)と揚収物(右) 

 

(2)施工方法の検討 

浚渫作業のフローを図-6に示す.一般的な作業の流れ

は方法①または方法②となる．しかし，高松港において

は，事前の磁気探査において，磁気物の密集により個々

の磁気異常点を分離できない範囲が広域に存在すること

が判明した．よって，大量の磁気物について撤去方法を

検討する必要があった．方法③は方法②と同様に，潜水

探査にて磁気物を撤去する方法であるが，4.(1)c)潜水

調査結果で記したとおり，人力だけですべてを撤去する

のは困難であった．そこで，他港で前例のある方法④を

検討した．方法④は，土砂と同時に磁気物を撤去するこ

とのできる軟衝撃グラブを使用し，主に表層の磁気物を

撤去した後，磁気探査と潜水探査にて爆発物の有無を確

認し，爆発物がなければ一般的なグラブで所定水深まで

浚渫を行うという二段階施工の方法である．費用，施工

期間，現実性等を考慮し，方法③と方法④を比較検討し

た結果，方法④が優位であると判断し採用した．  

 
図-6 浚渫作業フロー 

しかし，軟衝撃グラブでの施工に当たっては，以下の

課題が考えられたため，事前に対応策を検討した． 

a)未施工区域の防止検討 

 軟衝撃グラブは球状であるため，掘り残しが発生する

ことが懸念された．そこで，掘跡を円接させながら浚渫

を行うことを検討した．その結果，船舶の位置を固定し，

グラブバケットを少しずつラップさせながら船舶の前方

を浚渫して，船体幅の1サイクルが終了後，船舶を前方

へ移動し，同じ作業を繰り返すこととした(図-7～9)．  

 
図-7 軟衝撃グラブ  図-8 浚渫1サイクル平面図 

    構造図(球状) 

 

図-9 掘削断面図 

b)分別方法の検討 

浚渫土砂は背後の埋立に活用する計画であり，磁気物

と土砂に分別する必要があったため，効率的な分別を行

うことを検討した．その結果，浚渫土は土運船に載せる

際と埋立地にて揚土する際にスクリーンに通し，ふるい

分けを行うこととした．スクリーン形状については，過

去の文献等から，高松市に投下された爆弾は250Kg爆弾

であり，その形状寸法は直径30～38㎝，長さ120cmと想

定されたため，爆弾を通さない30㎝メッシュとした．  

 

5. 高松港における施工中の課題と対応 
 

 航路(水深12ｍ)における軟衝撃グラブを用いた浚渫工

事について，平成25年度から平成27年までの3箇年で実

施した工事について報告する．年度毎の施工箇所は図-

10の通りである． 

 

図-10 軟衝撃グラブ浚渫箇所 
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(1)施工中に発覚した課題と対応 

a)潮流対策 

軟衝撃グラブは，油圧機器を内蔵しており，グラブを

45度以上傾けるまたは転倒させると，作動油槽内のポン

プのストレーナー部分から空気を吸い込んでしまい，破

損の原因となる．グラブは軽量であるため潮流の速い施

工海域では流され易く，傾くことで幾度となく故障した．

その際，グラブを完全に復旧させるのに2日を要したこ

ともあった．故障した時の潮流速を潮流推算値より検証

した結果，流速2.0ﾉｯﾄ以上の時間帯であることが分かっ

た．よって，作業時間を調整し，流速2.0ﾉｯﾄ以上の時間

帯は作業待機とした． 

b)土砂漏れ対策(グラブ改良) 

既存の軟衝撃グラブで施工した結果，爪先に隙間が生

じているため，砂質土を多く含む土砂では漏れることが

判明した．そのため，砂質土でも効率良く作業が行える

よう，爪先を閉じた際，隙間が発生しない形状に改良し

た(図-11)．  

 
図-11 軟衝撃グラブ爪先改良 

 

(2)施工前の検討についての対応結果 

 グラブの掘跡を円接させながら浚渫した結果，未施工

区域は発生せず，工事を完了できた．また，浚渫土をス

クリーンに通して分別した結果，3箇年の工事において

回収した磁気物は，写真-3のように，主にスクラップで

あった．なお，爆発物は発見されていない． 

 
写真-2 海上での浚渫状況 

 
写真-3 磁気物分別状況と回収状況 

(3)施工後の磁気探査(確認)，潜水探査(確認)結果 

 磁気探査の結果，浚渫工事を行う前と比較すると，磁

気異常密集区域が減少していた．よって，潜水探査によ

り，海底の状況確認や爆発物の有無等の判別が可能とな

った．潜水探査の結果，爆発物は発見されず，浚渫の妨

げとなる大型のものも発見されなかった．また，潜水士

への聞き取りや水中写真(写真-4)により，①磁気異常密

集区域の底質は砂質の締め固まった状態であること，②

磁気物は海底から突起した状態で保たれていることから，

磁気物は深く埋没することなく，海底面付近に留まって

いると想定できる． 

 
写真-4 潜水探査(確認)時の水中写真 

(鋼矢板(左)，鉄パイプ(右)) 

さらに，磁気異常密集区域の要因を究明するため，浚

渫工事で揚土した土砂について，揚土場内で陸上探査を

実施した．調査の結果，磁気異常点がいくつも検出され，

土砂も何らかの理由で磁気を帯びていたことが判明した．

よって，土砂の磁気反応が密集区域の要因の一つと想定

できる． 

 

6.  まとめ 
 

高松港の磁気異常密集区域において，軟衝撃グラブを

使用することで，安全かつ効率的に磁気物を撤去するこ

とができた．また，残りの磁気物についても，潜水探査

で爆発物の有無を確認することが可能となったことから，

軟衝撃グラブを使用した浚渫が，海底の安全性を確認す

るために効果的であったと言える． 

施工箇所は，軟衝撃グラブでの施工実績のない海象，

土質条件であったため，施工前に考えられた課題と施工

中に発覚した課題について繰り返し対応策の検討や改善

を図った．よって，高松港のような潮流の速い現場や海

底地盤が砂質土であっても，軟衝撃グラブでの施工は可

能であることが確立された． 

近年では，浚渫作業中の爆発物による事故は発生して

いないが，今後も，軟衝撃グラブが磁気異常密集区域の

安全性確保に効果的なものとなると考える．さらに，軟

衝撃グラブを他港で使用する際には，高松港での施工実

績が参考となれば幸いである． 

 
参考文献 

1) 運輸省第一港湾建設局：海底金属物回収作業の安全性に関

する調査研究， 1973年 

2) 国立国会図書館所蔵：日本都市戦災地図 第一復員省 
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赤外線カメラによるポットホール発生危険部位

の診断技術に関する基礎検討 
 
 

丸山 記美雄 1・星 卓見 1・木村 孝司 1 
 

1寒地土木研究所 寒地道路保全チーム(〒062-08602 北海道札幌市豊平区平岸 1 条 3 丁目) 

 

 本報では，融雪期にポットホールが発生する可能性が高い部位を，赤外線カメラで非破壊診

断する技術の開発に向けた検討を行っている．現道での赤外線計測結果とポットホール発生部

位の対応関係を調べた結果，ポットホール発生部位の赤外線画像は周辺部に比べて局部的に異

なることが確認された．また，舗装内部の確認調査の結果，赤外線画像異常部分の混合物層内

部には水分の含浸や混合物の砂利化，層間空隙などの変状が認められた． 
 

キーワード：赤外線 ポットホール 点検診断 非破壊 

 

 

1. 研究の背景と目的 

 近年，北海道内の舗装道路では融雪期にポットホール

の発生が目立つようになっている．ポットホールに対す

る対応としては，発生の都度，穴埋めなどの事後的な対

応が行われているのが現状であるが，ポットホールが発

生する危険性の高い部分を，発生前の早期の段階で検知

する技術があれば，予防的な処置や事前の補修を施すこ

とで融雪期のポットホールを減らすことができると考え

られる． 

しかし，ポットホールの発生を事前に検知する技術は

未確立で，研究が必要な段階にある．筆者らの既往の研

究によって，融雪期に発生するポットホールはひび割れ

が元々存在する部分でかつ水の影響を受けやすいところ

に高い確率で発生することがわかっており1)，水の影響

を受けやすい部分は周囲と温度が異なると推測されるこ

とから，赤外線カメラによってポットホール発生危険部

位の検知の可能性があると考えられる．ちなみに，舗装

体内部のはく離やブリスタリング等の損傷検知のために

固定赤外線カメラを用いた調査はこれまでも行われてい

るが，ポットホールの発生を事前に検知する視点で取り

組まれている事例はなく，ポットホール発生を事前に検

知するために必須の技術となる広範囲のスクリーニング

的な調査技術についても課題がある． 

そこで本研究は，ポットホールに代表される融雪期に

顕著に見られる損傷箇所を，赤外線カメラによって事前

に検知する技術を開発することを最終目的としている．

本報告では，近年開発が進んできた，交通規制を行わず

に法定速度で調査車両を走行させて赤外線熱計測をする

技術2)を活用し，赤外線カメラによって供用中の道路を

交通規制することなく計測して得られたアスファルト舗

装の熱分布画像から，融雪期のポットホール損傷に至る

ような温度変状を検知する技術の開発に向けた基礎的な

検討を行った結果を報告する． 

 

 

2. 赤外線熱計測の原理 

 

 赤外線熱計測は，構造物における素材の違いや損傷の

有無などの物質の状態に基づく赤外線放射量を赤外線サ

ーモグラフィカメラで感知し，それから変換した温度の

相違に基づき，外観から見えない内部の状態を把握する

手法である． 

構造物内部に含水，滞水，空隙等の異常が発生した場

合，健全部と異常部では状態が異なるため，熱容量に相

違が発生する．熱容量の相違は温度の相違となり，内部

から表面上に伝わる温度にも相違が発生する．そのため，

異常が発生した部位では，表面温度が健全部に比べて相

対的に高いもしくは低い状態となる． 

例えば図-1に示すように，アスファルト舗装内部で含

水や滞水している場合，加熱過程時であれば周囲よりも

低温となり，一旦加熱された後の冷却過程時であれば周

囲よりも高温となる．一方，アスファルト舗装内部で空

隙が発生した場合は，昼間の太陽光による路面の加熱過

程時であれば，表面側からの熱の伝導が空隙の空気層に

よって遮られるため，空隙直上の部分は周囲のアスファ

ルト舗装よりも早く熱せられ，周囲よりも高温となる．

逆に夕方以降の気温降下に伴う冷却過程時であれば，空

隙直上の部分の温度低下が早く，周囲よりも低温となる．

すなわち滞水と空隙では一般的に温度平衡状態の場合を

除き，温度の相対的な表出状態が反対になる． 
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既往の研究によって，融雪期に発生するポットホール

はひび割れが元々存在する部分でかつ水の影響を受けて

いるところに高い確率で発生することがわかっている1)．

また，ポットホールはアスファルト混合物層のうち路面

に近い浅い部分に発生しやすいため，ポットホール発生

の前段階から表面付近に熱的な異常が現れやすいのでは

ないかと推測される．したがって，ひび割れ周辺に多く

の水分を含んだ状態になっているところや，水の影響を

受けやすいところを赤外線カメラによる熱画像計測で温

度変状箇所として抽出できれば，ポットホール発生危険

部位の事前検知に有用な情報が得られると考えられる． 
 

空隙・剥離 滞⽔ 健全

⾼温 低温 中温

空隙・剥離 滞⽔ 健全

⾼温 低温 中温

 

図-1  健全部や滞水部の赤外線画像の傾向 

(路面の加熱過程時) 

 

3. 調査の方法 

 

調査は第一次調査と第二次調査の2種類実施している．

第一次調査の目的は，赤外線カメラ画像の異常箇所とポ

ットホール発生部位との関係性を把握することである．

第二次調査の目的は，赤外線カメラの異常箇所の内部に

水分の含浸やはく離(混合物の砂利化)や空隙などの異常

が見られるかを現地確認する事である．以下に，各々の

調査方法を述べる． 

 

(1) 第一次調査の方法 

 第一次調査は赤外線カメラ画像の異常箇所とポットホ

ール発生部位との関係性を把握することを目的に実施し

ている．札幌市近郊のアスファルト舗装区間(延長5km)

において，秋期(12月上旬)に，赤外線サーモグラフィカ

メラを用いて非破壊，非接触で路面測定を行った．赤外

線サーモグラフィカメラは写真-1に示すような車両に搭

載し，通常の走行速度（60km/h以下）で車線規制などは

行わずに赤外線計測を実施した．赤外線計測にあわせて，

赤外線画像と同じ部位を可視画像でも撮影し，路面及び

道路周辺の状況を把握した．アスファルト舗装の熱画像

から，内部の含水や滞水に起因する温度変状箇所を抽出

した．計測時の各種条件は以下のとおりである． 

計測時間帯：10時～14時 

気象条件：晴れ，早朝まで若干の降雪あり 

計測時の路面状態：ほぼ乾燥状態 

走行速度：法定速度内で実施（60km/h以内） 

また，秋期に赤外線計測を実施した5km区間において，

一冬経過した3月中旬に目視調査を行って融雪期にポッ

トホールが発生した位置を特定し，当該位置の秋期の赤

外線画像における温度変状の有無等との対応を整理した． 

 
赤外線サーモグラフィカメラ 可視画像カメラ 

 

 

写真-1  赤外線カメラを搭載した調査車両 

 

(2) 第二次調査の方法 

第二次調査は，赤外線画像で異常が見られる箇所の内

部に，水分の含浸やはく離や空隙などの異常が実際にみ

られるかを確認することを目的にしている． 

 一次調査を実施した区間と同じ5km区間，および新た

な調査区間2.5kmにおいて，秋期(11月)に写真-1に示し

た赤外線カメラ搭載車両にて非破壊測定を行った．得ら

れた赤外線画像から，アスファルト混合物層内部に滞水

やはく離もしくは空隙が発生していると推測される明確

な画像異常箇所を計13箇所，また，比較のために健全箇

所を2箇所抽出した．一冬経過した後に，異常箇所およ

び健全箇所として抽出した部分を無水ボーリングによっ

てコア採取し，コアの状態と内部の状態を目視観察およ

び写真撮影して整合性を確認した．コア採取の状況の一

例を写真-2に示すが，写真-2の上段に示した赤外線画像

および可視画像に赤丸で示した部分でコア採取を行って

おり，この箇所では約5cm～20cm深さの部分に水分の含

浸や混合物のはく離(砂利化)が見られた． 

 

 

  

写真-2  赤外線画像異常箇所におけるコア採取状況 
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4.  調査結果 

 

(1) 第一次調査の結果 

a) 熱画像異常箇所の状況 

赤外線計測時の舗装表面はほぼ乾燥状態であったが，

前日までの雨や早朝までの降雪に伴う水分の影響で，多

くの箇所で含水や滞水を示す温度の低下部分が確認され

た．特にひび割れなどの損傷が発生している周辺は，周

囲と比較して温度が低い部分が多く見られ，ひび割れの

周辺は含水している状態であると推測された．一例とし

て，ある測定箇所の可視画像と赤外線画像を写真-3に示

す．可視画像では水分の存在は見られず，ひび割れが見

られる以外は特段の変状は気にならないが，赤外線画像

では外側タイヤ走行位置に発生したひび割れの周辺が紫

色で表示されており温度が部分的に低くなっていること

が確認できる．これはひび割れ周辺のアスファルト混合

物が含水や滞水によって温度が低くなっているためと推

測される．同一の箇所を3月に目視調査した際の写真を

写真-4に示すが，ポットホールが発生していた．写真-3，

写真-4において緑色で示した枠はほぼ同じ部位を囲って

あるが，融雪期にポットホールが発生した部位は，秋期

の赤外線計測時には温度低下がはっきりと記録されてい

ることが確認できる．ひび割れ部付近の混合物は水の影

響を比較的受けやすく，ポットホールの発生に繋がる危

険性があるが，そのような部分は赤外線画像で周辺部と

違いがあることが確認できた． 

 

(可視画像) 

 

(赤外線画像) 

赤外線熱画像内：（低温）濃い青←紫←橙→黄→白（高温） 

写真- 3  同一箇所の路面調査時画像 

 

写真- 4  写真-3と同一箇所の目視調査時状況 

     (ポットホールが発生し穴埋めされている) 

 

b) ポットホール発生部位の赤外線画像 

表-1には，融雪期にポットホールが発生していた23の

部位について，秋に撮影した赤外線熱画像と可視画像を

詳細に確認した結果を示した．ポットホールの発生が確

認された部位ほぼ全てで周辺部に比べて温度が低下して

いることが確認できた．ポットホール発生部位について

は含水状態や水分が滞留しやすい状態となっており，こ

の水分が凍結・融解を繰り返すことによりポットホール

の発生を引き起こすものと推察される．融雪期にポット

ホールが発生する危険性の高い部位を，発生前の段階で

検知できる可能性が確認できた． 

 

表- 1  ポットホール発生部位の赤外線画像確認結果 

No 秋期の路面状況 
3月の目視調査時の 

路面状況 

赤外線熱画像

温度低下有無

1 損傷なし ポットホール 有 

2 ひび割れ ポットホール 有 

3 ひび割れ ポットホール 有 

4 パッチ ポットホール 有 

5 ひび割れ ひび割れ，ポットホール 有 

6 ひび割れ 
ひび割れ，パッチ， 

一部ポットホール 

有 

7 ひび割れ ひび割れ，一部ポットホール 有 

8 ひび割れ，ポットホール ひび割れ，ポットホール 有 

9 ひび割れ，ポットホール ひび割れ，ポットホール 有 

10 ひび割れ ひび割れ，ポットホール 有 

11 ひび割れ，パッチ 
ひび割れ，パッチ， 

ポットホール 

有 

12 パッチ パッチ，ポットホール 有 

13 ひび割れ ひび割れ，ポットホール 有 

14 ひび割れ，パッチ ひび割れ，ポットホール 有 

15 ひび割れ，ポットホール ひび割れ，ポットホール 有 

16 ひび割れ ポットホール 有 

17 ひび割れ，ポットホール ひび割れ，ポットホール 有 

18 ひび割れ，パッチ ひび割れ，パッチ 有 

19 ポットホール ポットホール 有 

20 ひび割れ，ポットホール ひび割れ，ポットホール 有 

21 ひび割れ，ポットホール ひび割れ，ポットホール 有 

22 ひび割れ ひび割れ，ポットホール 無 

23 ひび割れ ひび割れ，ポットホール 有 
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c) 赤外線画像の温度変状とポットホール発生箇所 

図-2には，赤外線計測を行った5km区間を100ｍ区間ご

とに区分し，各々の区間を10ｍ毎に撮影した熱画像10枚

のうち，水の存在に起因すると思われる温度低下が見ら

れた画像の枚数の多さに応じて青色を濃く示し，車線部

は横断方向に3分割して表示した．つまり，青色が濃い

区間ほど，水の影響を強く受けていると推測される．上

下線とも幅広く温度低下箇所が見られ，特に，車道部の

路肩に近い側に多く温度低下箇所が見られた．路肩側の

タイヤ走行位置にはひび割れが多く発生しており，ひび

割れ周辺が水の影響を受けて含水や滞水していたためと

考えられる． 

図-2には，調査区間内で融雪期後の調査でポットホー

ルの発生を確認した23箇所を緑色の丸印で囲って示して

ある．ポットホールが発生した箇所は，概ね秋の調査の

段階で水分の影響を受けて温度低下が記録されていた区

間であることが確認できる．ただし，秋の段階で温度変

状が見られた区間のうちでポットホールの発生に至らな

かった区間も多く存在していることも指摘できる．  

 

  

(2) 第二次調査の結果 

a) ひび割れ部滞水暗示信号箇所の状況 

 可視画像や目視でひび割れが発生しており，かつ赤外

線熱画像によってもひび割れ周辺部の温度が低く，内部

に水分の含浸・滞水が疑われる箇所のコア採取結果の一

例を写真-5に示す．赤丸の位置で無水コアを採取し，採

取したコアを写真上部に示しているが，表層および基層

混合物が水分を含んでおり，路面から5cm下で層間の付

着が悪化していることが確認できる． 

 同様の異常信号が見られる8箇所でコア採取を行った

が，そのうち7か所で混合物層内部の比較的浅い層(路面

から3～10cm程度の層)に水分を含んでいることが確認さ

れた．また，混合物層の内部に写真-2の下部に示したよ

うなはく離(砂利化)を生じているコアも3か所で確認さ

れた． 

  

 

写真-5  ひび割れ部滞水暗示信号と採取コア 
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図-2  赤外線調査区間の温度変状箇所整理結果 
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b) ひび割れ部滞水無し暗示信号箇所の状況 

 可視画像や目視で同じようなひび割れに見える場合で

も，赤外線熱画像で見ると異なって見えることがある．

一例を写真-6に示す．写真中の左側わだち部のひび割れ

の周辺部は温度が低くなっていて内部に水分の滞水が疑

われる一方で，その近傍にある右側わだち部のひび割れ

の周辺部は特に温度の変状は見られず水分の滞水がない

と判断できるといった具合である．写真-6の上下には，

各々の箇所からコアを採取した写真を示した．滞水信号

が見られる左側わだち部から採取したコアには水分の含

浸が明らかに認められるが，滞水なしと判断した右側わ

だち部から採取したコアには，表面から5cm～15cm程度

の間にわずかな水分の含浸が見られるが総体的には乾燥

した健全な状態であることが確認できた．表面からは同

じようなひび割れに見える場合でも，内部状態が異なる

ことを赤外線画像で察知できる場合があるといえる．  

 ただし，写真-7には，ひび割れ部であっても周辺部の

温度低下が見られず滞水がないと判別した別箇所のコア

採取結果を示す．採取したコアの内部は，表層3cmと基

層の間の層間の付着が悪化し，10cm程度よりも深い位置

に水分の含浸や混合物層の砂利化が認められ，判別が間

違っていた．赤外線測定時の内部の水分状況や，測定時

の太陽光線などが影響した可能性が考えられる． 

 ひび割れ部の滞水有無は，赤外線画像によって判別で

きる場合もあり，ひび割れの程度評価や損傷の発生予測

に赤外線カメラが有用な面があると考えられるが，判別

違いもあったことから，今後経験を蓄積して技術を高め

る必要があると考えられる． 

滞水あり
信号

滞水なし
信号

 

写真-6  ひび割れ部滞水無し暗示信号と採取コア 

 

 
写真-7  ひび割れ部滞水無し暗示信号 判別間違い 

 

c) 層間空隙暗示信号箇所の状況 

 アスファルト混合物層の層間に空隙がある場合，赤外

線熱画像においては，昇温時には周辺部よりも局部的に

温度が高くなる．そのような箇所で無水コア採取を行っ

た結果の一例を写真-8,9に示す． 

写真-8に示した赤外線画像においては，タイヤ走行位

置の脇に連続した白いスポット状(斑点状)の高温部分が

確認できる．写真-9にはタイヤ走行位置の中間部にスポ

ット状の高温部分が確認できる．この斑点状部分の中心

ジャストポイントでコア採取した結果を写真-8,9の上部

に示したが，表面から5cm深さ程度，表層混合物と基層

混合物の層間に空隙が認められた．ただし，層間空隙部

分は水分を含んでおらず，乾燥している点が特徴である．

つまり，層間空隙があり，かつ，空隙部分に水分が浸入

してきていない場合に，このような高温のスポット状の

異常信号として表れると考えられる． 

 

 

写真-8  層間空隙暗示信号と採取コア(その1) 
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写真-9  層間空隙暗示信号と採取コア(その2) 

 

d) 健全信号箇所の状況 

 赤外線熱画像において，健全であると判断された部分

でコア採取を行った結果の一例を写真-10に示す．写真-

9に示した層間空隙暗示信号箇所から1m程度離れた箇所

でコア採取したものであるが，約8～12cm程度の深さに

水分の含浸がわずかにみられたものの，全体的には乾燥

しており層間の空隙などがない健全な状態である．赤外

線熱画像で温度変状が認められない部分の内部は，この

ような健全な状態であると考えられる． 

 

 

写真-10  健全信号箇所と採取コア 

 

e) 赤外線画像と採取コアの整合性 

 赤外線画像から推定された異常と，無水コア採取調査

による内部状態の整合性判定結果を表-2に示す． 

 ひび割れ部滞水暗示信号箇所においては，コアを採取

した8箇所のうち，7箇所で内部の比較的浅い層に明らか

な水分の含浸が確認され，その整合率は約88%であった．

層間空隙暗示信号箇所では，3箇所のうちすべてで表面

から5cm程度の部分に層間空隙が見られ，空隙内部は乾

燥した状態であり，整合率は100%であった． 

 本検討では，赤外線熱画像で明らかな異常が見られる

部分で内部の状態を調査とした面はあるが，赤外線熱画

像から推定される変状と内部の状態は高い確率で整合し

ており，赤外線カメラによる舗装の診断の有用性が認め

られたと判断する． 

 道路のアスファルト混合物層は数センチ～35cm程度で

あり，ポットホールの発生につながるのは，表層に近い

部分の変状であることから，赤外線カメラによってポッ

トホールの発生危険部位を診断することは一定程度可能

であり，将来的に有用な点検診断技術になりうると考え

られる． 

 

表-2  赤外線信号と採取コアの整合性集計表 

分類
コア採取

実施件数(件)
整合

件数(件 )
整合率

(%)

a) ひび割れ部
滞水暗示信号箇所

8 7 87.5

b) ひび割れ部
滞水無し暗示信号箇所

2 1 50

c) 層間空隙暗示信号箇所 3 3 100

d) 健全信号箇所 2 2 100

合計 15 13 86.7  

 

5. まとめ 

 

 舗装に生じたひび割れの周辺部の水分の存在によって

温度変状が生じており，その温度変状を通常走行中の車

両に搭載した赤外線カメラで検出できることを確認した．

さらに，融解期にポットホールが発生する部位は，秋の

段階で温度変状が記録されており，ポットホール発生危

険部位の検知の可能性が示された．一方で，秋の段階で

温度変状が見られてもポットホールの発生に至っていな

い箇所も多く存在していることなどから，検知の確実性

を高める取り組みが今後必要と考えている． 
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札幌開発建設部の関係者に謝意を表する． 

 

参考文献 

1）丸山記美雄・安倍隆二・熊谷政行：融雪期の舗装損

傷発生条件に関する一検討，土木学会北海道支部

平成25年度論文報告集(第70号)，2014.2 

2）塚本成昭・山上哲示・内間満明・黒須秀明・前田近

邦・閑上直浩：赤外線による舗装の点検手法，舗

装vol.46-7，2011.7 

 

- 121 -



 

河川堤防締切工に関する基礎実験 
 
 

島田 友典1・岡部 博一1・中島 康寛2 
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 破堤による堤防開口部の荒締切を実施するにあたり，既存工法では水防資材であるブロック

等を投入することが考えられるが，投入により荒締切開口部がどのような水理量・河床変化が

生じるかなど不明な点が多く，それらを明らかにすることが効果的で効率的な荒締切作業につ

ながると考えられる．そこで実物大規模の十勝川千代田実験水路において大型クレーンで水防

資材である根固ブロックを用いて荒締切基礎実験を行った．破堤開口部が狭まるにつれ流速の

上昇，河床低下が確認できた．また投入したブロックは河床への埋没等が生じ，水防資材の備

蓄にはロス率も見込んだ計画準備を立てる重要性が確認できた． 
 

キーワード 破堤，荒締切工法，根固ブロック，十勝川千代田実験水路  
 

 

1.  はじめに 

  

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報

告書1)によると，気候システムの温暖化に疑う余地はな

く，世界的に極端な降水がより強くまた頻発する可能性

が非常に高いと言われている．日本においても今後さら

に大雨による降水量の増大が予測されており，それに伴

い施設の能力を大幅に上回る外力により極めて大規模な

水災害の発生する懸念が高まることも想定されている2)．

なかでも堤防決壊による被害は甚大であり，その8割以

上が越水に起因するものであるとされている3)． 近で

も平成27年9月の関東・東北豪雨では鬼怒川において越

水に起因するとされる堤防決壊が生じ，広範囲で長時間

にわたる浸水や家屋の倒壊流出などの甚大な被害をもた

らした4) 5)．このような被害を軽減するには，堤防決壊を

防止するだけでなく，万が一，破堤氾濫が発生した場合

においても早急に破堤開口部を締め切るなどの技術が求

められている． 

 しかし締切工法などの緊急復旧対策に関しては，水理

条件を基に詳細に研究した事例は少なく，それらについ

て飛田らが詳細にレビューを行っている6)．これによる

と具体的な水理条件と締切工法の関係については，今後，

検討が必要であると述べている． 

北海道開発局と寒地土木研究所では，堤防決壊時にお

ける被害規模（浸水面積・浸水深・浸水到達時間など）

の 小化を目的に，実物大規模の十勝川千代田実験水路
7) (以下，実験水路と称す)を用いて系統立てた研究を継

続して実施している．平成20～23年には破堤拡幅進行メ

カニズムの解明を目的に越水破堤実験を行い，堤体崩壊

量と水理量との関係性などを示し実験報告書として取り

まとめた7)．平成24年度以降は破堤拡幅進行速度を低減

することで氾濫流量の増加抑制を目的に，水防備蓄資材

である根固ブロックを用いた技術開発に取り組んでいる
8) 9)．平成27年度からは氾濫流量の増加抑制だけでなく低

減させるための技術検討（破堤開口部を早急に締め切る

ための荒締切工など）に着手したところである． 

荒締切工ではクレーン等を用いて破堤開口部にブロッ

クなどを投入することが考えられる10)が，破堤開口部流

水中の流況変化等について把握した事例はほとんどない．

また重機を用いて多くのブロックを効率的に投入できる

かなど不明な点も多い． 

そこで平成27年度は実験水路において重機を用いてブ

ロックを投入する荒締切工実験を行い，荒締切工作業時

の流況変化や，災害時には不可視部分となる荒締切区間

における河床の時系列変化などについて観測を行い基礎

的な現象把握を行った． 

 

 

2.  実験概要 

 

(1)   実験水路・観測概要 

 図-1 に実験水路形状を示す．災害時には破堤開口部

を締切るが，本実験ではブロック投入に伴う流況や河床

変化などの把握を目的としていることから，実験水路

(川幅30m・河床勾配1/500)に鋼矢板を用いて水路幅8mと

狭くした状態とし，この河道部分を破堤開口部に見立て
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てブロックを投入し荒締切実験を行った． 

図-1 に観測概要を示す．使用した観測機器・手法につ

いては既往の破堤実験で確立したものと同様であり，詳

細はそちらを参照してもらいたい7)．また通水は水路上

流端ゲートからの供給流量を概ね20m3/sを一定流量とし

た． 

 

(2)   荒締切実験の概要 

 実験の進め方を図-2に示す．用いた水防資材は河岸保

護のため投入資材としても実績が高い根固ブロックのう

ち，共同で研究を実施している北海道開発局が水防資材

として も多く備蓄しているブロックを用いることとし

た． 

また今回の実験では実際の洪水が起こった際に人命や

資産等を守るための実践的な訓練の意味合いもあり，実

際の洪水時における緊急対策工の技術を習得することを

目的として“一般社団法人帯広建設業協会（以下，帯広

建協と称す）“が実験に必要な資材や施工機械の操作員

などの確保に協力をして頂いた． 

 

 

 

(3)   ブロック投入方法の概要 

 ブロック投入は図-3に示すように一般的なオートフッ

クのほか，今後の効果的で効率的な締切方法検討も念頭

に投入場所を自由に選択できる空中切り離し投入も行っ

た． 

オートフックによる投入では，ブロック重量

2137kg(図-2)のうちクレーンにかかる荷重が500kg以下に

なるとワイヤーが外れる仕組みになっているため，吊り

上げたブロックを投入済のブロックなどに着底させる必

要がある．そのため水面より上にブロックが出ている場

所にしか投入はできず，また着底時にはブロックが流さ

れないように注意する必要がある． 

空中切り離しによる投入は，空中でブロックを切り離

す際の反動によりクレーンが横転する懸念があるため，

実験では国土交通省北陸地方整備局北陸技術事務所が開

発した異形ブロック投入安全装置(以下，空中切り離し

装置と称す）11)の貸与を受けて実験を行った．  

なお空中切り離し装置のマニュアルによるとブームや

クレーン本体の疲労の観点から，クレーン一台で投入可

能な累積 大回数の目安が決められており，また投入作

業中に異常な振動や異音がした場合には作業を中断し機

器点検の必要があるとしていることからも，投入地点の

状況に応じてオートフックと空中切り離し装置の使い分

けが必要である． 

 

図-4(上段) 水位変化とブロック投入個数 

 (下段) 開口幅と開口部の 大流速 

 

図-3 ブロック投入方法 

 

図-2 実験手順・根固ブロック形状 

 

図-1 実験水路・観測概要 
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図-5 (左)締切開口幅 (中央)流況 (右)河道中央の水位・河床変化縦断図 

3.  実験結果 

 

(1)   実験状況 

 図-4(上段)に時系列の水位変化，ブロック投入状況を，

図-5(左)に上空から撮影した実験状況を示す． 
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(a)～(b)のうち(ア)では水面より上にブロックが出てお

らず，オートフックでの投入が困難なため，空中切り離

し装置を用いて投入を行った時間帯である．(イ)に示す

ように投入に伴い上流の水位が徐々に上昇していること

がわかる． 

(ウ)に示すように投入間隔が空き水位上昇が止まって

いるが，これは(b)～(c)の間で水面より上にブロックが出

てきたためオートフックでの投入が可能と判断し，空中

切り離し装置から切り替えを行ったためである．装置の

切り替えに要した時間は15分程度であったことからも，

実災害時においても許容できる範囲と考えられる． 

 (d)～(f)のうち(エ)はオートフックによる投入である．

(オ)では投入間隔が空いているが，これは着底させたブ

ロックが水中に転がり落ちた際，投入済のブロックとの

間にワイヤーが挟まり，その対応に要した時間である．

オートフックは投入済みのブロックに着底させる必要が

あることからも，実災害時の流れがある中での投入には

細心の注意が必要であり，投入が危険と考えられる場合

には早めに空中切り離し装置に切り替えるなどの対応が

あると考えらえる． 

(f)～(h)のうち(カ)では着底可能なブロック周辺の水

位・流速上昇等により，オートフックを用いた投入がこ

れ以上は危険と判断をしたため，空中切り離しに切り替

えて，(キ)のように 後まで実験を行った． 

今回は流れの中に多くのブロックを投入する初めての

実験ということでもあり，投入作業は慎重に行ったがブ

ロック1 投あたり3分半～4分程度のペースで投入が可能

であった．これはブロックが計画的に運搬されてきた場

合，1時間に20投程度の投入が可能ということであり，

今後の効率的な締切工法検討の基礎的知見になると言え

る． 

 

(2)   締切に伴う流況変化 

 図-5(左)に荒締切に伴う開口幅，図-5(中央)にPIV観測

による平面流況を示す．開口部中央付近の流速は締め切

りに伴い流速が上昇している．図-4(下段)にこれらの時

系列を示すが， も開口部が狭くなった(g)では 大

3.0m/sまで流速が上昇していたことがわかる．これは実

際の締切作業においても開口部を狭くするに従い，流速

の上昇が想定され，例えばブロックの転動なども念頭に

置いた締切手順検討の必要性を示唆している． 

 

(3)   締切に伴う河床変化 

 災害時には荒締切部の水面下は不可視であるが，効率

的な締め切り方法を検討するためにも河床洗掘過程を把

握することは重要である．そこで図-5に示すようにブロ

ック投入箇所の河床に加速度センサーを埋設し，時系列

での河床洗掘状況の観測を行った．なお加速度センサー

を用いた河床低下等の推定手法については筆者らの文献

を参照されたい12)． 

図-5(右)は加速度センサーの記録より判読したセンサ

ー流出のタイミングであり，各時刻におけるセンサー流

出はその時刻に少なくともセンサー流出深までは河床洗

掘が生じていたことを意味する．ブロック投入開始から

河床洗掘が生じており，投入数に応じて徐々に洗掘が進

んでいる．(c)～(f)の間ではセンサーの流出は確認できな

いが，図-4(下段)に示すように開口部の 大流速は

2.7m/s程度の一定で推移していた時間帯であり， 大流

速が再上昇した(g)で，再びセンサー流出が確認できる

ことからも，ブロック間の複雑な流れなどはあるが流速

の上昇に伴い河床洗掘が進行した可能性があると考えら

れる． 

図-6に通水前後に計測した横断図，及び粒度分布を示

す．荒締切部より上流(実河川では河道側)では河床はほ

とんど低下しておらず，また粒度分布も変化していない

ことから，締切を行うことによる影響は大きくなかった

と考えられる．一方で荒締切箇所(縦断位置-2m)では全

体にわたって 大で2.5m程度の河床低下が確認できる．

これは前述のようにブロックの投入に伴い河床が低下し

ていたと考えられる．なお粒度分布は大きく変化してい

ないことからも，荒締切に伴う高流速化等により粒径の

大きなものも含め多くの土砂が下流(氾濫域側)に流出し

ていたと考えられる．また荒締切部より下流(氾濫域側)

では荒締切箇所ほどではないが河床低下が確認できる．

これは荒締切部から氾濫域に向かう氾濫流により洗掘し

たものと考えられる． 

 

図-6 横断図・粒度分布 
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(4)   締切完成形状 

 図-7に締切完成後の形状を示す．完成した締切高は

2.5m程度であり河床の 大洗掘深と同程度であった．ま

た投入したブロック56個に対して河床より上に存在した

ブロックは30個程度，河床以下26個程度であった．今回

の実験では投入した個数の半分程度は締切高に寄与せず

埋没していたと考えられ，荒締切実施に必要なブロック

数量を備蓄するにあたってはこのようなロス率も見込ん

だ計画準備を立てる重要性を示唆するものである．また

投入地点の河床低下を抑制しつつ荒締切を進めることが

出来れば，効率的な荒締切につながる可能性がある． 

今回の実験では砕石等による間詰めを行っていないが

ブロック通しがかみ合うことで高さの確保が出来ており，

荒締切の空体積100m3程度に対して河床上にあるブロッ

クは30個程度と，空隙が目立っている(空隙率70%程度)．

実災害時にはブロックを投入したのちに，砕石や土砂を

用いて間詰めを行い，その上を重機が前進して荒締切を

進めていくが10)，荒締切部に重機がのって安全に作業が

可能かなど，オペレーションも念頭においた検討が不可

欠である． 

 

 

4.  まとめ 

  

本資料では破堤開口部を締切る際に生じる現象把握を

目的に，実物大規模の千代田実験水路において実際の重

機，水防資材を用いた荒締切工の基礎実験を行い，これ

より次のことが明らかとなった． 

1) 重機の作業足場の条件が良く，且つブロックが計

画通りに被災箇所周辺まで運搬ができれば，3～4分毎に

ブロックを投入することが可能である． 

2) ブロックを投入し開口部が狭まり荒締切が進むに

つれ，流速の上昇や流向の変化が生じたことから，状況

に応じたブロック投入位置の選定や，ブロックの転動な

どにも留意する必要がある． 

3) ブロック投入の初期段階から河床低下が生じ，

終的には荒締切の仕上がり形状高と同程度の河床洗掘が

確認された．これは荒締切に必要となる水防資材の備蓄

には，河床への埋没などのロス率も見込んだ計画準備を

立てることが重要であることを示唆している．また河床

洗掘を抑制しながら荒締切を進めるような工夫が出来れ

ば，効果的で効率的な荒締切につながる可能性を示唆す

るものである． 

 今回の実験では想定した破堤開口幅は8mと，その幅

は非常に狭いものであった．実災害時には破堤開口幅が

数10mから100mを超えるような場合も想定される．この

ような条件の中，効率的に荒締切を進める手順等を検証

するとともに，荒締切に伴い氾濫流量が低減し，少しで

も減災に寄与できるような検討を進めていく予定である． 

 併せて今回は重機の足場が良好な条件であったため，

不安定な条件，荒締切の上を前進できるかなどの検証も

必要であり，これらは実物大規模のメリットを活かし千

代田実験水路を活用することを考えている． 
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石狩川上流の河床低下対策に関する 
岩盤洗掘を考慮した大型模型実験について 

 
山口 昌志¹・笹谷 佑人²・八十嶋 邦英³ 

 

¹北海道開発局 旭川開発建設部 旭川河川事務所 計画課 (〒079-8411 旭川市永山１条 21-3-21) 
²北海道開発局 旭川開発建設部 旭川河川事務所 第1工務課 (〒079-8411 旭川市永山１条21-3-21) 

³北海道開発局 釧路開発建設部 治水課 (〒085-8551 釧路市幸町10-3) 
 

 旭川市を貫流する石狩川上流域において，近年河床低下の進行による護岸機能の低下や橋脚

への影響が懸念されており，対策工について模型実験を行い効果を検証してきた． 
 過年度の実験結果から効果検証には，岩盤露出後の洗掘現象の把握が必要であることが判明

した．岩盤を固定床とした実験では岩盤洗掘の影響把握が困難なことから，全国的にも例の少

ない岩盤洗掘を再現できる河床を制作して実験を行い，対策工の効果について検証した． 
 

キーワード：河床低下対策，水理模型実験，岩盤洗掘  
 

1.  はじめに 

 近年，石狩川上流のKP157～166区間(図-1)では河床低

下が進行しており，既設護岸の機能喪失や橋脚の安定性

低下が懸念されている1)，2)．さらに河床低下の進行に伴

い河床砂礫が流出し，岩盤の露出が確認されている(図-

2)．当該区間においてはサケの遡上が確認されている3)

ことから，河床低下により岩盤露出面積が増大するとサ

ケの産卵適地が減少することも懸念される．そのため，

当該区間では河床低下を抑制し，砂礫床河川を復元する

ことが課題となっており，対策手法について検討を行っ

ているところである． 

 河床低下の対策手法については，河床変動計算などを

行い，低水路拡幅及び土砂を利用した岩盤被覆による対

策が効果的であることを確認したが4)，2次元流れや河床

変動，様々な流況などの場合について，より明確に現象

を把握するため，2012年度から大型模型実験を実施して

いる(表-1)． 

2014年度の大型模型実験5）は，対策工による露岩減少

効果をみることが主目的だったので，岩盤を模した固化

モルタル上に砂を敷いて行った．このため岩盤洗掘は再

現出来ず，以下の点が課題として残った． 

・岩盤洗掘が進行し，澪筋化(露岩が拡大)するか否か 

・岩盤洗掘後に砂礫が露岩部に再堆積するか否か 

・露岩しても流砂が流れず岩盤洗掘が進行しないか否か 

2015年度実験では，岩盤に貧配合モルタル（以下，

｢軟岩モルタル｣という．）を用いて洗掘条件とし，上記

課題を明らかにし，2013年度実験4)及び2014年度実験5)に

おいて選定された対策工の有効性について再検証するも

のである． 

 

 

図-1 河床低下区間の位置 

図-2 河床に岩盤が露出している様子(KP162.2付近左岸） 

表-1 過年度の実験 

石狩川上流域 

石狩川流域 

年 度 目 的 検 証 内 容

2012 模型製作・模型の検証 ･模型設計および模型製作

2013
模型の再現性の再検証
複合対策の効果検証
対策工の洪水時安全性の検証

･2012年度実験における課題の解消
･複合対策(低水路拡幅＋岩盤被覆＋帯
工)の効果･影響の検証
･定常流及び非定常流での効果の違い
を検証

2014
河岸際露岩対策の選定
河川環境及び洪水時安定性検証
段階施工時の効果検証

･河岸際対策(巨礫、ネット、水制)の選定
･魚類移動経路の確保検証
･洪水時安定性の検証
･対策工2年目完了時を想定した段階施
工時の効果検証
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2. 2015年度大型模型実験について 

(1)軟岩モルタルの配合を決める予備実験について 

 大型模型実験による検証上，現地における軟岩洗掘の

再現性確保が重要となる．軟岩モルタルの配合比を選定

するため，セメントと砂の配合比を2種類制作して予備

実験し，2011年度に行われた現地の軟岩洗掘実験6) （以

下，｢現地軟岩実験｣という．）と比較した． 

a)予備実験条件 

 予備実験条件は，過去の大型模型実験を参考にして表

-2に示す通りとした．単位幅流砂量は，現地軟岩実験と

同様に平衡流砂量の50%とした．セメント：砂：水の配

合比は，1：200：33.0（ケース1）と1：150：24.8（ケー

ス2）の2パターンで実験を行った． 

b)予備実験結果 

実験状況の写真を図-3に示す．時間の経過とともに複

数の筋が縦断的に発達し，ある程度深く洗掘した筋の底

部が砂礫によって被覆されていることが確認できた． 

洗掘速度Dについては井上ら6)により流砂の粒径d，無

次元流砂量qb∗（=qb/ sgd ），及び流速Vとの関係が

明らかになっており，今回予備実験の結果を，現地軟岩

実験の関係図にプロットし図-4に示す． 

ケース2が現地軟岩の洗掘速度に近い値を示している

ことから，軟岩モルタルのセメント、砂、水の配合比を

1：150：24.8として型模型実験を行うこととした． 

  

(2)大型模型実験について 

a)対策工と既往模型実験について 
 対策工は，図-5に示すように低水路を掘削拡幅し，軟

岩洗掘箇所を砂礫で埋め戻し，更に低水路全幅にわたり

砂礫を一定厚さ敷均すものである．既往実験では，拡幅

の効果が検証されたが，一部の河岸際で露岩が連続する

ことがわかった．その対策として粒径150～350mmの巨

礫を一定割合混合して被覆することが有効とわかった． 

b)実験ケースについて 

2014年度実験で効果的な対策工案とされた低水路拡幅

および砂礫による岩盤被覆と併せて覆礫土砂に巨礫を

35％混合し，河岸から30m幅で施工する案「低水路拡幅

＋覆礫50cm＋巨礫」(図-6)について，岩盤洗掘を考慮し

た場合の対策工としての有効性の検証を行った(以下，

｢基本ケース｣という．)． 

また，巨礫の有無による事象の相違を確認するため，

図-7に示すようにKP161付近の左岸側に巨礫を配置しな 

表-2 予備実験条件 

図-6 対策工（基本ケース） 

図-7 対策工（左岸側巨礫無し） 

図-5 河床低下対策工 

図-4 現地水路実験と予備実験の洗掘速度の比較 

通水前 通水後 
図-3 予備実験状況（ケース1） 

軟岩モルタル範囲

露岩箇所（2014実験結果）

巨礫敷設箇所

KP160.2 KP160.8

0.0E+00

2.0E-07

4.0E-07

6.0E-07

8.0E-07

1.0E-06

1.2E-06

1.4E-06

0.0E+00 5.0E-05 1.0E-04 1.5E-04 2.0E-04 2.5E-04 3.0E-04

洗
掘
速

度
D
(
m
/s
)

d^1.9・qb*・V 

■ ケース1

■ ケース2

● 現地軟岩実験

項 目 実験条件

水路幅B 0.9m

実験流量Q 10.0ℓ/s

単位幅流量q 11.1ℓ/s/m

水深h 3.0cm

粒径d 1.18mm

河床勾配I 1/300

無次元掃流力τ＊ 0.051

単位幅給砂量qb 平衡流砂量の50％

実験時間 15時間

河床形態 交互砂州

軟岩条件(セメント：砂の比) 1：200 および 1：150

堤防 堤防

高水敷高水敷

河岸保護工 河岸保護工
低水路掘削により川幅を広げ、掘削土砂で
軟岩洗掘箇所を埋め戻す

堤防 堤防

高水敷高水敷

河岸保護工 河岸保護工

軟岩

軟岩
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い場合についても実験した(以下，｢左岸側巨礫無し｣と

いう．)． 
 c)軟岩モルタルの範囲について  

軟岩モルタルの打設範囲は，2014年度大型模型実験で

連続した露岩が確認されたKP160.2～161.8における局所

的な岩盤洗掘を検証する範囲として設定した． 

 

d)実験条件について 

模型の諸元は，田中ら4)と同じである．実験条件は，

表-4に示す通りで数字は現地換算である．流量条件は，

図-8に示すように平均年最大流量を15時間(流砂量換算

で約30年間に相当)通水し，近年で比較的大きな出水で

あった2011年洪水を通水した後，2011年洪水で受けたイ

ンパクトがその後どのように推移するかを確認するため，

再度平均年最大流量を5時間通水した． 

各流量通水後に通水を一時停止して河床計測を行い，

最初の15時間の平均年最大流量については，開始8時間

後に写真やスケッチによる簡易な計測を行った．また，

横断観測はKP157～KP167間で行い，1時間毎の河床高の

定点観測を湾曲部の3断面(KP161.2,161.0,160.8)で行った． 

 

3. 実験結果 

 

(1)  実験状況について 

 図-9に基本ケースにおけるKP161.6付近の通水前から

実験終了後までの状況写真を示す． 

軟岩モルタルの範囲内では実験を通して巨礫の敷設箇

所での露岩は確認されなかった． 

平均年最大流量15時間通水後，左右岸ともに巨礫の内

岸側において縦断的な露岩が確認されたが，2011年洪水

以降には，砂礫が露岩部に再堆積し露岩が解消されてい

る箇所が確認できた． 

 

(2)露岩状況について 

 2014年度実験および今回(基本ケース)の各流量通水後

の露岩面積を図-10に示す．基本ケースにおいて，露岩

面積は平均年最大流量通水15時間後までは88,425㎡にま

で拡大していたが，その後再堆積し，実験終了後には

65,650㎡まで減少したことが確認できた． 

また，2014年度実験で課題とされたKP161付近の左岸

側における連続化した露岩が，基本ケースでは再堆積に

より連続化しない結果であったことから，河岸際の連続

した露岩は，基本ケースにより抑制されることが確認で

きた． 

 

(3)岩盤洗掘の進行について 

基本ケースの軟岩モルタル敷設範囲の洗掘深は，巨礫

表-4 2015年度実験条件 

図-9 実験状況写真(基本ケース) 

通水前 平均年最大流量15h通水後

2011洪水後 実験終了時 

露岩箇所

巨礫敷設範囲

・平均年最大15時間通水後

・平均年最大5時間通水後

図-10 露岩面積（基本ケースと2014年度実験） 

露岩面積72,375m2

露岩面積88,425m2

露岩面積78,800m2

露岩面積65,650m2

0

500

1,000

1,500

2,000

流
量

(m
3

/s
)

①平均年最大流量Q=630m3/s

②2011年洪水Q=1,286m3/s

（1日目） （2日目） （3日目） （4日目） （5日目） （6日目） （7日目）

③平均年最大流量

河
床

計
測

河
床

計
測

河
床

計
測8時間 7時間

3.5時間
5時間

・2011年9月洪水後

・2011年9月洪水後

◆2015年度実験

◆2014年度実験

巨礫

露岩

堆積

堆積

図-8 流量条件(現地換算) 

項 目 実 験 条 件

河床形状 2011年9月洪水後河床（2011.9～2013.7測量）

河床材料 ｄ60＝59mm（1996年、2011年調査結果より）

流況 ①定常流＋②非定常流＋③定常流

流量
①平均年最大流量（Q=630m3/s) 15時間
②2011年9月洪水（ピークQ=1,286m3/s） 既往4位洪水
③平均年最大流量（Q=630m3/s） 5時間

基本対策工 低水路拡幅＋岩盤被覆（＝岩盤高＋50cm）

河岸際対策 巨礫（粒径150～350mmを35%混合）の有りと無し
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の内岸側で概ね0.2～0.8mであり，巨礫部における岩盤洗

掘は発生しない結果となった．なお，数字（時間を除く）

は現地換算値であり，以下同様とする． 

河道が直線部となっている区間(KP160.4付近)の状況

写真およびKP160.4の横断図を図-11に示す．直線部では，

巨礫の内岸側で0.8m程度岩盤洗掘するものの，最終的に

は，砂礫が堆積する傾向にあることが確認された．これ

は流砂によって河床に筋状の岩盤洗掘が発生し，複数の

筋底部が形成されることで粗度が上がり，砂礫が再堆積

して岩盤洗掘の進行･澪筋化が抑制されたためであると

考えられる． 

湾曲部となっている区間(KP161.0付近)の状況写真お

よびKP161.0の横断図を図-12に示す．平均年最大流量15
時間通水後に巨礫の内岸側で露岩が確認され(図中赤丸)，

実験終了後まで露岩したままであったが，岩盤洗掘は発

生していない．湾曲部外岸は，流砂がほとんど流れない

区間であることが確認され，そのため当該箇所では露岩

後に岩盤洗掘が発生しなかったと考えられる． 

 

 (4)  左岸側巨礫無しのケースの実験結果について 

 実験状況写真および各流量通水後の露岩状況を図-13，
図-14に示す．全体の露岩面積は平均年最大流量15時間

通水後で約10万㎡であり，その後も露岩面積はほとんど

変化していない． 

また，KP161付近左岸には平均年最大流量15時間通水

後には連続した露岩が確認され，実験終了時まで再堆積

せずに露岩が連続した状態であった． 

図-13 露岩状況(左岸側巨礫無し) 

図-14 露岩状況(左岸側巨礫無し) 

・平均年最大5時間通水後

・平均年最大15時間通水後

・2011年9月洪水後

巨礫

KP160.4
KP160.4

露岩

KP160.4

堆積

KP160.4

堆積

通水前 平均年最大流量15h通水後

2011洪水後 実験終了時 

図-11 岩盤洗掘の状況（KP160.4付近） 

KP161.0

巨礫

KP161.0

露岩

KP161.0

露岩

KP161.0

露岩

通水前 平均年最大流量15h通水後

2011洪水後 実験終了時 

KP161.0

露岩

KP161.0

KP161.0

露岩

KP161.0

露岩

通水前 平均年最大流量15h通水後

2011洪水後 実験終了時 

露岩面積109,150m2

露岩面積102,200m2

露岩面積102,650m2
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図-12 岩盤洗掘の状況（KP161.0付近） 
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KP161付近の横断図を図-15に示す．河岸際において覆

礫が流出した際に発生したと思われる1.1m程度の岩盤洗

掘が確認された．低水路法尻のため，護岸基礎ブロック

の倒壊など，河川管理施設の安定性への問題が生じる可

能性がある． 

 

5.  まとめ 

  

本実験では2013年度･2014年度実験の2カ年の実験結果

から抽出された課題に対応すべく，岩盤洗掘を再現した

軟岩モルタルを製作して実験し，過年度実験より選定さ

れた対策工の有効性を検証した． 

 2015年度に行った軟岩モルタルを敷設した移動床の実

験結果から，「岩盤洗掘が進行し，澪筋化(露岩が拡大)

するか否か」「岩盤洗掘後に砂礫が露岩部に再堆積する

か否か」「露岩しても流砂が流れず岩盤洗掘が進行しな

いか否か」という課題に対して以下のとおり結論を得た． 

 流砂によって河床に筋状の岩盤洗掘が発生するが，

複数の筋底部が形成されることで粗度が上がり，

砂礫が再堆積して岩盤洗掘の進行･澪筋化が抑制さ

れた． 

 流砂がほとんど流れない区間については，露岩後

に岩盤洗掘が発生しなかった． 

 

  以上から，軟岩河床河川の河床低下対策工としては，

低水路の掘削拡幅，軟岩床の覆礫，低水路砂礫の敷均

しが，また，河岸際の局所的な露岩対策としては，覆

礫材への巨礫混合が有効であることが確認できた． 

左岸側巨礫無しの実験ケースでは，露岩面積が大き

く，河岸際の露岩と岩盤洗掘が確認され，河川管理施

設の安全性が懸念されることからも河岸際の局所洗掘

対策として，覆礫材への巨礫混合が有効であることが

確認できた． 

 今後は施工後モニタリングにより露岩や岩盤洗掘状

況を確認し，露岩や岩盤洗掘のメカニズムや進行プロセ

スを考慮した管理水準を導入して順応的管理を行う必要

があり，河床低下現象のより一層の解明が必要である． 
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三笠ぽんべつダム基礎岩盤における 

ゆるみ岩盤の解析手法 
 

山内 洋志1・赤坂 友二1・今村 仁紀1・矢萩 昭典2 

 
1北海道開発局 札幌開発建設部 幾春別川ダム建設事業所 （〒068-2113 北海道三笠市幾春別山手町91-1） 

2北海道開発局 旭川開発建設部 サンルダム建設事業所 （〒098-1205 北海道上川郡下川町西町68） 

 
硬質な岩盤を基礎とするダムサイトの中には、応力開放によるシーティングジョイント等の節理の

発達で地表付近の岩盤にゆるみが生じ、ダムの建設上問題となる場合がある。三笠ぽんべつダムサイ

トにおいても、硬質な堆積岩が分布しており、特徴的な節理が発達するゆるみ岩盤が見られる。本報

告では、ダムの基礎掘削時にゆるみ岩盤が適切に除去されることを目的とした、当サイト固有の地質

的特徴を踏まえたゆるみ解析手法について述べる。 
 

キーワード：ゆるみ岩盤、地形性節理 
 
１．は じ め に 

 

三笠ぽんべつダムは、石狩川水系幾春別川支川の

奔別川に建設が進められている治水専用の流水型

ダムである（図－1、表－1）。本ダムは、幾春別川

総合開発事業として、桂沢ダムの再開発（新桂沢ダ

ム）と併せて2ダム1事業で建設が進められており、

新桂沢ダム建設時に発生するコンクリート用骨材

に適さない低品質材を堤体材料に用いることが可

能となることから、台形 CSG ダム型式として建設が

進められている（図-2、表-1）。 

本ダムサイトの基礎岩盤は、白亜紀堆積岩の硬質

砂岩を主体とするが、応力解放に伴うシーティング

節理が発達し、ゆるみ岩盤が地表付近に厚く分布し

ている。このため、堤体の安全性（滑動抵抗、堤体

の必要強度）の観点から、ダムの基礎はゆるみ岩盤

を確実に除去することが重要である。 

 

 

表－1 三笠ぽんべつダムの計画概要 

図－2 三笠ぽんべつダム標準断面図（常用洪水吐き） 

位　　置 北海道三笠市奔別地先

型　　式 台形CSGダム

堤　　高 53.0m

堤　頂　長 160.0m

堤　体　積 214,200m
3

堤頂標高 EL.183.0m

非越流部標高 EL.182.7m

堤体上下流面勾配
上流面　1:0.8

下流面　1:0.8

堤　頂　幅 8.0m

集水面積 35.4km
2

湛水面積 0.55km
2

設計洪水位 EL.181.7m

サーチャージ水位 EL.179.2m

総貯水容量 8,620,000m
3

有効貯水容量 8,500,000m
3

洪水調節方式 自然調節方式

計画高水流量 370m
3
/s

流入ピーク時放流量 30m
3
/s

堤体

洪水調

節計画

貯水池

三笠ぽんべつダム

図-1 三笠ぽんべつダム位置図 

三
笠
ぽ
ん
べ
つ
ダ
ム 

新
桂
沢
ダ
ム 
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２．本ダムサイトにみられるゆるみ岩盤の特徴 

 

（１）ダムサイトの地形地質 

ダムサイトは V 字谷を呈し、EL.160m 以上は両岸

斜面とも傾斜 35°程度の一様な斜面を形成してい

る（写真-1、図-3）。河床から 20m 高い位置には緩

斜面が確認され、段丘堆積物が分布している。斜面

にはゆるみに伴い崖錐化した 50 ㎝以下の角礫が多

数分布し、稀に 2m 以上の巨礫も確認される。 

 ダムサイトの地質は硬質砂岩を主体とする白亜

紀の堆積岩から構成され、厚さ数 m の泥岩および砂

質シルト岩を挟在する。砂岩層の基底にはしばしば

礫岩を含む。地質構造は南北（左右岸）走向、西（下

流側）に 70°程度傾斜する同斜構造である（図-4）。 

 

 

 

 

 

（２）ゆるみ岩盤の特徴 

本ダムサイトに見られるゆるみ岩盤は、斜面の応

力解放により地形に平行なシーティング節理（本ダ

ムでは地形性節理と呼ぶ）が発達し、重力によって

斜面下方へ変形することで形成された。このゆるみ

岩盤に見られる特徴は、斜面に対し差し目方向の節

理（山差し傾斜の節理）の存在や割れ目の大幅な開

口、ブロック化した岩盤の回転などがある（図－5、

写真－2）。 

本ダムサイトのゆるみ岩盤に関連が深い地形性

節理の形成要因は、河川の下刻に伴う斜面の応力解

放と考えられる。地形性節理の特徴を以下に示す。 

 

 

写真－1 ダムサイトの地形（下流側より望む） 

奔別川 

左岸側 右岸側 

三笠ぽんべつダム 

図－4 模式地質断面図 

奔別川 

ゆるみ岩盤解析 

検討測線 

T-1 

T-9 
T-10 

図－3 三笠ぽんべつダムサイトの地形図（A-A’断面は図－9 に示す） 
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写真－2 露頭におけるゆるみ部の状況 

 

・伸張性節理である。 

・地形に対して調和的な走向傾斜をしている。河

床部で低角、斜面部で急になる。 

・1つの褐色酸化帯に 2条以上の節理が認められ、

節理群を形成する。節理群中の節理に挟まれた

岩片はしばしばコアで岩片として採取される。 

・節理はアンジュレーションがある。砂質岩にお

いて乗移りや分岐等の形態を示す場合がある。 

・岩相によって節理の連続性が異なり、砂質岩で

は比較的連続性が良いが、泥質岩では不連続と

なる。断層でも不連続となる。 

 
３．ゆるみ岩盤の検討 

 

（１）ゆるみ岩盤の評価手法 

本ダムサイトでは、多くのボアホールカメラ撮影

が実施されており（図－3）、ゆるみ岩盤の評価は画

像解析から得られる開口量を指標とした一般的な

手法 1)でゆるみ区分ができることが期待された。し

かし、ゆるみ岩盤検討を目的とした横坑（T-10）で、

掘削前に実施した水平ボーリング（ボアホールカメ

ラ解析）で開口と計測された節理が、横坑の坑壁で

はシート片を挟在する密着節理として確認され、調

査手法の違いで開口量情報が異なることが報告さ

れた 2)。よって、ボアホールカメラ解析による開口

量測定結果をゆるみ岩盤の把握にそのまま用いる

ことは、過大な評価につながると懸念された。そこ

で、ゆるみ岩盤の把握は、開口量以外の指標も加え

た、ゆるみ岩盤の解析が必要となった。 

 

（２）ゆるみ岩盤解析 

ゆるみ岩盤の性状は調査横坑において最も正確

に把握できる。本サイトの右岸側には横坑がほぼ直

線状に配置されており、ゆるみ岩盤を検討するのに

適している。 

そこで、本ダムサイトのゆるみ岩盤の把握は、同

一断面上に位置する 3 本の横坑（T-1、9、10）から

判断されるゆるみ区分と横坑周辺にあるボーリン

グ情報（ボーリングコア観察およびボアホールカメ

ラの情報）を対比して、ボーリング情報を用いたゆ

るみ岩盤解析の手法を検討した。図－6 に解析のな

 

山差し節理  

弱ゆるみ部 

ゆるみ部 

微～非ゆるみ部 

崖錐 

 

地形性節理 
図－5 斜面部のゆるみ岩盤の概念図 

(石積状) 

表－2 ゆるみ判断指標候補とゆるみ区分（T-10 横坑） 

（
下
流
壁

）

区分 坑口側 横坑中央部 横坑深部

節理の開口
量と連続性

10mm以上の開口節理が連続性をもって
分布

数mmの開口は認められるが、その開口は不連続 節理の開口は認められない

節理の傾斜 地形性節理、山差し傾斜節理が分布

節理頻度 ・4～7本／1m程度
・2～4本／1m程度
・最大で5本／1m

・2本／1m以下
・0本／1mもあり

風化褐色化 ほぼ完全に褐色化している 節理の周辺部で褐色化している
新鮮部
（一部節理沿いに褐色化）

区分

内容

12m

境界 境界

（
　
　
　
　
　

）

ゆ
る
み
判
断
指
標
候
補

ゆ
る
み
区
分

19m

19m

19m

ゆるみ部 弱ゆるみ部 微～非ゆるみ部

地形性節理、山差し傾斜の節理がランダムに
発達し、開口・連続している場合が多い。中
には10mm以上開口している節理もある。全
体的に褐色化している。節理の開口やずれ
による変形を伴い、岩塊状を呈する。

地形性節理が概ね2～5本/m程度で発達する。山差し節理の分
布はほとんど確認されない。節理の開口は稀に見られるが、その
連続性はない。新鮮部と褐色部が混在する。節理の開口が限定
的で、明瞭な変形を伴わず、岩盤としての状態を呈する。

地形性節理は概ね0～3本/m程度。
節理は密着している。新鮮部が広く
分布する。良好な岩盤状態を呈する。

地形性節理のみ分布

12.5m

12.5m

9m

Ｔ

｜

10

坑

壁

写

真

Ｔ

｜

10

横

坑

7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m 18m 19m 20m 21m 22m

微～非ゆるみ部弱ゆるみ部ゆるみ部

谷側 山側
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がれを示す。 

 

<①ゆるみ判断指標候補の抽出> 

ゆるみ岩盤解析用に掘削された T-10 横坑の坑壁

状態を基に、ゆるみ判断指標候補を抽出し、坑壁の

状況を整理した（表－2）。その結果、抽出した「節

理の開口量と連続性」、「節理の傾斜」、「節理頻度」、

「風化褐色化」は概ね同一深度で特徴的な傾向を有

していることが判明したため（表－2）、ゆるみの判

断指標になり得ると判断した。 

 

<②ゆるみ判断指標候補を用いたゆるみ状況区分> 

上記の 4 指標候補を基にゆるみ状況を検討した

結果、基礎岩盤のゆるみ状況は大きく 3 つに区分さ

れた（表－2）。ここで、弱ゆるみ部、微～非ゆるみ

部は岩盤としての状態を呈しており、台形 CSG ダム

の基礎岩盤になりうると判断した。 

 

<③ゆるみ判断指標の決定> 

ゆるみ判断指標候補およびゆるみ状況区分につ

いて、他の横坑（T-1、9）に適用し、ゆるみの状況

把握を行った。その結果、両横坑についても T-10

横坑と同様に、「節理の開口量と連続性」、「節理の

傾斜（山差し傾斜の分布）」において同一深度で特

徴的な傾向を有し、ゆるみ状況を区分することがで

きた。ただし「節理頻度」、「風化褐色化」について

は、横坑間で完全な一致が見られなかった。 

そこで、ゆるみ判断指標を「節理の開口量と連続

性」、「節理の傾斜（山差し傾斜の分布）」とし、

「節理頻度」、「風化褐色化」については参考扱い

とした。 

 

<④横坑データに基づくゆるみ区分> 

3 横坑（T-1、9、10）で得られたゆるみ区分深

度を用い、地形に沿って、ゆるみ区分のゾーニン

グを行った(図－7)。 

 

<⑤ゆるみ区分ゾーニングと周辺ボーリング孔の

交差深度を抽出> 

3 横坑で得られたゆるみ区分ゾーニング図を用

いて、ゆるみ区分境界深度と周辺ボーリング孔と

の交差深度を抽出した（図－7）。 

 

<⑥節理情報の取得> 

ボーリングコアの観察を行い、節理の傾斜、かみ

合わせ、挟在物などの節理情報を記載した。また、

ボアホールカメラ解析を実施し、節理の密着状況、

挟在物等を記載した。両者の節理情報を対比し、表

－3 に基づいて節理毎に密着度の評価を行った。 

 

 

＜ゆるみ判断指標＞
・開口量と連続性
・節理の傾斜

横

坑

ボ

リ

ン

グ

① ゆるみ判断指標候補の抽出

⑨ ゆるみ区分手法をダムサイ
トボーリング孔に展開

④ 横坑データに基づく
ゆるみ区分

⑩ ゆるみ区分図の作成

② ゆるみ判断指標候補を
用いたゆるみ状況区分

③ ゆるみ判断指標の決定

▼

▼

▼

▼

▼

⑦ ゆるみ判断指標を参考に交
差孔のゆるみ岩盤解析図を
作成

⑥ 節理情報の取得
　（ボーリングコア
観察、ボアホール
カメラ情報）

⑧ ゆるみ区分ゾーニング交差
深度と節理状況変化深度の
対比、
ゆるみ区分手法の決定

＜ゆるみ判断指標候補＞
・開口量と連続性
・節理の傾斜
・節理頻度
・風化褐色化

▼

▼

▼

⑤ ゆるみ区分ゾーニングと
周辺ボーリング孔の交差
深度を抽出

図－6 ゆるみ岩盤解析のながれ 

かみ合う かみ合わない

密着 密着節理 密着節理

シート片
挟在

密着節理
密着でない可能性
がある節理

開口 密着節理
開口の可能性
が高い節理

コア観察での節理のかみ合わせ

ボアホール画
像解析での
節理の状態

節理の状況

表－3 観察手法の対比から判断される節理の密着度評価 

 

図－7 各ゆるみ区分境界と周辺ボーリング孔との交点深度図 
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<⑦ゆるみ判断指標を参考に交差孔のゆるみ岩盤

解析図を作成> 

交差孔を対象に、表－3 で評価した節理の内、ゆ

るみ岩盤に関係が深い「密着でない可能性がある節

理」と「開口の可能性が高い節理」を抽出した。こ

れらの節理を対象にボアホールカメラの情報を用

いて、各ゆるみ判断指標で整理したゆるみ岩盤解析

図を作成した。各指標において、節理状況が変化す

る深度を把握した(図－8)。 

 

<⑧ゆるみ区分ゾーニング交差深度と節理状況変

化深度の対比、ゆるみ区分手法の決定> 

ゆるみ区分ゾーニング深度とボアホールカメラ

の情報における節理状況の変化深度との対比を行

った(図－8)。その結果、ゆるみ部／弱ゆるみ部の

境界で、節理頻度、累積節理本数、見かけ傾斜図（山

差し傾斜節理）の傾向変化点と概ね相関が確認され

た。特に「密着でない可能性がある節理」に見られ

る山差し傾斜節理の分布は、横坑においてもゆるみ

部を判断する指標であり、優先的な判断指標となる

と考えられる。 

また、「開口の可能性が高い節理」については、

出現頻度は少ないがゆるみ部の範囲に分布してい

る。 

上述の判断指標は、ゆるみ岩盤解析測線上のボー

リング孔（B-77、B-90、B-83、B-89）で横坑でのゆ

るみ区分ゾーニングと対応が見られ(表－4)、ゆる

み岩盤解析図を用いたゆるみ岩盤解析手法は、ゆる

み部を評価する上で有効と判断した。 

 

<⑨ゆるみ区分手法をダムサイトボーリング孔に

展開> 

今回得られたゆるみ岩盤解析図を用いたゆるみ

岩盤解析手法を、ボアホールカメラ撮影を実施した

77 孔のボーリングコアに適用した。ボアホールカ

メラ撮影を実施していない孔については、コア観察

による節理のかみ合わせ状況や山差し節理の分布

を参考として、ゆるみ部の範囲を推定した。 

 

<⑩ゆるみ区分図の作成> 

各孔のゆるみ岩盤解析結果を基に地形を考慮し

てゆるみ区分のゾーニングを行い、ゆるみ区分断面

図を作成した（図－9）。 

作成されたゆるみ区分断面図は、斜面部で厚いゆ

るみ部を形成しているのに対し、河床部では比較的

ゆるみ部が薄い形状となっている。また、日射の影

響を受けやすい北側斜面では、重力による斜面下方

のクリープが進行し、厚い崖錐堆積物が分布する。

上述のゆるみ岩盤の状況は、河川の下刻による浸食

と斜面の応力解放に伴うゆるみの進行という地形

発達史に調和的な分布を呈している。 

 

４．まとめ  
 

本ダムサイトにおけるゆるみ岩盤の把握には、従

来のボアホールカメラ画像解析から得られる開口

量に基づいた評価手法のみでは適切な評価が出来

なかった。そこで、横坑観察結果から判断されたゆ

るみ区分を横坑周辺のボーリング情報（ボーリング

コア観察およびボアホールカメラ情報）に対比し、

各ゆるみ区分の境界深度でボーリング情報による

ゆるみの評価指標の傾向変化を把握した。ゆるみ岩図－8 ゆるみ岩盤解析図の例（B-77 孔） 
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盤解析図において各指標で検討された傾向変化点

は、横坑観察から判断されたゆるみ区分境界との対

応が見られたため、本ダムサイトのゆるみ岩盤の把

握が可能となった。 
最後に、図－10 に各ゆるみ区分について、既往

調査の予備載荷試験結果および孔内水平載荷試験

結果を用いた弾性係数を整理した。ゆるみ部の弾性

係数は、平均値で 600MPa 程度、最小値では 0MPa

に近い値になっており、変形性が大きいことが確認

された。一方、弱ゆるみ部の弾性係数は 700～

4,000MPa 程度で平均値約 2,500MPa、微～非ゆるみ

部で 2,500～6,000MPa 程度で平均値約 4,200MPa が

得られている。 

以上から、ゆるみ部は本ダムの基礎に適さないと

考えられ、掘削対象となる。一方、弱ゆるみ部およ

び微～非ゆるみ部は十分に基礎となり得る弾性係

数が得られている。弱ゆるみ部および微～非ゆるみ

部において極端に低い弾性係数の値がないことか

らも、ゆるみ区分の評価が妥当であると考えられる。 

 

 

５．おわりに 

 

三笠ぽんべつダムでは、ダムの安全性に万全を期

すために、基礎掘削面で岩盤状況を確認してゆるみ

岩盤の評価を行い、ゆるみを確実に除去した岩盤を

ダムの基礎とする。今後、本体着工にむけて工事用

道路等の整備を進める。工事用道路の切土法面にお

いても岩盤状況が事前に確認できるため、実施工に

おける基礎掘削面のゆるみ岩盤評価手法の立案に

むけて、観察を実施して情報の蓄積を行う予定であ

る。 
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稚内港北防波堤ドームの現況調査結果 

―全面改修後40年が経過した土木遺産― 
 
 

佐々木 剛1・千葉 俊夫2 
 

1北海道開発局 稚内開発建設部 稚内港湾事務所 （〒097-0001北海道稚内市末広4-5-33） 

2北海道開発局 稚内開発建設部 築港課 （〒097-8527北海道稚内市末広5-6-1）. 

  

 稚内港北防波堤ドームは，北海道土木遺産，土木学会選奨土木遺産に選定され，昭和11年に

築造された歴史的構造物である．昭和53年に全面改修されてから約40年が経過し，老朽化が顕

在化してきたことから，平成26，27年の2カ年をかけて詳細な老朽化調査を行い，劣化現況の評

価と効果的な補修及び維持管理の検討を行うこととした．本報では，平成26年度に行った床版

部外面の劣化調査結果及び平成27年度に行った施設内面の劣化調査結果について，調査内容と

併せて報告する． 

 

キーワード 健全度，維持管理，土木遺産，北海道遺産 

 

 

1.  はじめに 

 稚内港北防波堤ドーム（延長427.6m)は1936(昭和11)

年に竣工し，1978～1981(昭和53～56)年に地中梁から上

部をすべて建替える全面改修が行われている．その後，

柱部，高欄部，張出し部等に経年劣化や耐震性確保に対

する懸念が確認されたことから，1998～2002(平成11～

14)年には大部分の区間の補修および柱部の耐震補強が

実施されている．しかし，昭和53年の全面改修から約40

年が経過する中，港外側の床版部などの劣化がより顕在

化するとともに，平成24年5月27日には，銘板が落下し

第３者被害に繋がりかねない事態も発生した．このこと

から，構造物の劣化現況の詳細調査と評価，補修優先度

を考慮した，適切な補修及び維持管理計画の策定が喫緊

の課題となった．北防波堤ドームはその特殊な意匠及び

構造を有する歴史的構造物であることに加え，様々な材

料や工法による改良履歴を有することから，技術的な検

討にあたっては「稚内港北防波堤ドーム技術検討委員

会」を設置し，平成25,26年度は港外側，平成27年度は

港内側の現況調査と評価を行うこととした． 

 

写真-1 北防波堤ドーム全景 

 
図-1に，北防波堤ドームの主要構造図を示す． 

 

中割石

LWL ±0.00

HWL  +0.50

異形ブロック

ケーソン

高欄部高欄

張出し部

支柱部

床版部

胸壁部

地中梁

柱部

梁部

高欄部地覆 

+10.6

+4.5

 
図-1 主要構造図 
 

2. 平成25年～26年度調査内容と結果 

(1)調査内容 

 北防波堤ドームは，港外側（床版部外面，胸壁部外

面）と港内側（床版部内面，梁部内面，胸壁部内面）に

おいて劣化状況が異なるため，現況調査は港外側と港内

縦断図 

断面図 
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写真-2 

写真-5 

写真-6 

写真-7 

写真-4 

写真-3 

側に分けて実施することとした． 

平成25年度と平成26年度は，港外側の調査を行ってい

る．平成25年度には施設の両端と中央の3ブロックにお

いて詳細な現況調査を行い，平成26年度には港外側の床

版部全24ブロックを対象として現況調査を実施した． 

平成25年度は調査対象箇所のコアを採取し，物理試験

を行い一軸圧縮強度は 低で29.9N/mm2と設計基準強度

（24N/mm2）を満たしていることを確認した．また，静

弾性係数についても 低で26.9kN/mm2となり基準値

（25.0 kN/mm2）を満足しているなど，平成25年度調査

結果においては，構造上問題ないことが確認できた． 

平成26年度の床版のブロック調査では，詳細目視調査

のほか，電磁波レーダーによる鉄筋かぶり厚調査や，自

然電位法による鉄筋腐食調査を行った．詳細目視調査で

は，大部分のブロックでスケーリング，豆板，コールド

ジョイントの発生が認められた．しかし，鉄筋かぶり厚

調査では，一部のブロックで設計かぶり厚を下回る箇所

が見られたものの，施設全体としては所定厚が概ね確保

されていた．また，鉄筋腐食調査においても，鉄筋腐食

箇所はごく一部に留まっていることがわかった． 

以上から，現時点での鉄筋腐食は，コンクリートの変

状によるものであり，効率的な施設の延命を図るため，

鉄筋腐食に影響がある変状を抽出し補修することとした．  

 

3. 平成27年度調査内容と結果 

(1)調査内容 

港内側の高欄部高欄，高欄部地覆，支柱部，床版部，

梁部，胸壁部の全24ブロックを対象として現況調査を実

施した．その調査内容の概要を表-１に示す．  

詳細目視調査並びに鉄筋かぶり深さ調査は全24ブロッ

ク，鉄筋腐食調並及びに塩化物イオン濃度試験は代表的

な4ブロック（No.1,2,15,21）を対象とし，施設港内側

の外観，鉄筋かぶり部分の塩化物イオンの状況，鉄筋の

腐食程度について確認した．各調査の測線については，

間隔を床版部外面と同様に約2mとし，断面方向の測線は

9測線を設定した（図-2 赤文字の測線）．一方，延長方

向の測線については，床版部外面の調査結果において，

延長方向のかぶり深さのばらつきが評価に影響がない程

度であることが確認されたことから，調査を効率的に進

めるために1ブロックで3測線とし，代表ブロックでは9

測線とした． 

 

(2)調査結果 

a)詳細目視調査（床版部内面，梁部，胸壁部内面） 

詳細目視調査の結果，ドーム港内側で確認された主な

変状は表-2に示す①～⑫ である． 

発生している変状の種類，発生量はスパン毎に大きな

差は確認されなかった．変状スケッチを図-3,4に示す．

鉄筋露出，錆汁，浮き，エフロレッセンス等は点在して 

表-1 平成27年度調査内容と実施ﾌﾞﾛｯｸ 
調査内容 調査方法 実施ﾌﾞﾛｯｸ

詳細目視調査
変状の形状や発生状況を

詳細に把握． 
全24ﾌﾞﾛｯｸ 

鉄筋かぶり 

深さ調査 
電磁波レーダーで実施． 

全24ﾌﾞﾛｯｸ 
※ 

鉄筋腐食調査 自然電位法で実施． 代表4ﾌﾞﾛｯｸ

塩化物イオン

濃度試験 

コア採取およびドリル法

にて実施． 
代表4ﾌﾞﾛｯｸ

※代表4ﾌﾞﾛｯｸは9測線，代表以外のﾌﾞﾛｯｸは3測線で実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       図-2 断面方向の調査測線図 
 

表-2 変状一覧 

変 状 

①スケーリング ⑦鉄筋露出 （写真-5） 

②豆板B(中度の豆板) ⑧ひび割れ （写真-6） 

③補修跡 ⑨ｺｰﾙﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ（写真-7） 

④欠損   （写真-2） ⑩ｴﾌﾛﾚｯｾﾝｽ  （写真-6） 

⑤浮き   （写真-3） ⑪目地劣化 （写真-2） 

⑥錆汁   （写真-4） ⑫漏水跡 

+12.4

+13.8

+ 7.9

+10.6

+2.4

+4.5

+1 5

+4.8

横測線1

横測線2

横測線3

横測線4

横測線5

横測線6

横測線7

測線(地覆外面)

横測線1

横測線3

横測線4

横測線5

- 140 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる状況であったが，これらは鉄筋かぶり部分のコンク

リートの剥落や鉄筋耐力の低下に直結するので，早急な

対策が必要であると考えられる．なお，当該部位の変状

のうち，発生量が多く代表的な変状といえるのは，ひび

割れおよびコールドジョイントであった．そのうち，床

版部内面のひび割れは，以下の2パターンに分類できる． 

ひび割れ①：床版全体に縦横方向に発生しているひび割

れ． 

発生原因：コンクリートが乾燥を受け，硬化体中の水分

が逸散し，収縮する際に生じる引張応力により発生（乾

燥収縮ひび割れ）． 

評価：ひび割れは表層部のみで鉄筋位置に達していない

ため，鉄筋耐力低下への影響は小さい． 

ひび割れ②：測線 11～12 付近に発生している縦方向の

ひび割れ． 

発生原因：コンクリート打設直後の部材が温度低下する

際に発生する収縮が胸壁部に拘束され，部材に生じる引

張応力により発生（温度ひび割れ）． 

評価：幅 0.2mm 以上が多く，部材を貫通している可能性

が高いため，鉄筋耐力低下への影響が大きい． 

当該部位では，ひび割れ及びコールドジョイントに沿

った錆汁やエフロレッセンスは少なかった．これは，構

造物内面であることが，海水の塩化物イオンの供給，直

射日光や雨水の影響を回避できるなど，他の部位と比較

して環境条件が穏やかであることが要因であると推察さ

れる．この結果から，当該部位においては，ひび割れ及

びコールドジョイントが鉄筋耐力の低下に関し，影響の

程度が小さいといえる． 

 
 b)詳細目視調査（高欄部，張出し部，支柱部） 

高欄部高欄で確認された主な変状は錆汁の発生であっ

た．高欄は構造が複雑で鉄筋かぶりを確保できない部分

があったことから，錆汁の発生は構造的な問題であり，

現在錆汁が発生していない箇所についても，今後発生す

る可能性が高いといえる． 

張出し部および支柱部で確認された変状は浮きであっ

た．張出し部では No.1 および No.24 ブロックで特に発

生面積が多く，支柱部に点在していた．張出し部下面は

剥落防止工が設置されているため，浮き発生箇所が剥落

する可能性は低いことから，対策は発生面積が多いブロ

ックでのみ対策を行うこととした． 

目地部はすべての目地材が劣化し防水性能を失ってい

る状況であった．目地部からの漏水は，変状の原因とな

り対策箇所の再劣化を助長することから，すべての箇所

において対策を行うこととした． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)鉄筋かぶり深さ調査 

 調査の結果，大部分の箇所で配筋図から読み取った鉄

筋かぶり深さ（配筋図かぶり）を上回っていた（梁部は

配筋図かぶりが不明）．各部位のかぶり深さの分布状況 
を図-6に示す．かぶり深さの分布は正規分布となる場合

が多く，当該調査においても測定点数が多い床版部内面

や支柱部下面がそれに近い．この傾向から，各部位のか

ぶり深さは配筋図で示されたかぶりを十分確保し施工さ

れていると判断できる． 

図-5 変状スケッチ（高欄部，張出し部，支柱部）

図-3 変状スケッチ(床版部内面，梁部，胸壁部内面) 
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図-4 変状スケッチ(梁部下面，梁部側面) 
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ブロック№1（陸側） ブロック№24（沖側）

写真-8 北防波堤ドームの施設端部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 図-6 かぶり深さ調査結果 
 

d)鉄筋腐食調査 

 自然電位測定により，代表ブロックで調査した結果を

以下の評価基準の3分類に整理した． 

・「90％以上の確率で腐食あり(測定値E ≦ -350mV)」1) 

・「不確定（-350mV ＜ 測定値E ≦ -200mV）」1) 

・「90％以上の確率で腐食なし(測定値E ＞ -200mV)」1) 

各部位の調査結果を図-7に，自然電位の評価基準毎の

測点数の割合を図-8に示す． も鉄筋腐食が発生してい

たのは高欄部地覆（36測点）で「E≦-350mV」が6%，「-

350mV＜E≦-200mV」が61%であった．高欄部は施設上部に

位置し，突起状の構造であるため，飛来塩分による塩化

物イオンの供給が も多いことが要因の一つと考えられ

る．一方， も測点数が多い床版部内面（216測点）で

は「E＞-200mV」が99%であり，鉄筋腐食の可能性はほと

んどない．また胸壁部内面および支柱部下面は，「-

350mV＜E≦-200mV」が19%，13%と同程度であった．鉄筋

腐食の発生分布は，高欄部地覆においては全面で，その

他の部位ではブロックNo.1が比較的鉄筋腐食の傾向が高

いことが確認された．これはブロックNo.1側（陸側）が

ブロックNo.24側（沖側）の様に壁が設置されていない

ため，風により飛来塩分が供給されやすいためであるこ

とが推察される（写真-8）． 

 

     写真-8 北防波堤ドームの施設端部 

 

コンクリート表面をはつり，内部鉄筋の目視確認を行

った結果，「-350mV＜E≦-200mV」では鉄筋の断面欠損

が確認された．そのため鉄筋腐食の評価が不確定とされ

る「-350mV＜E≦-200mV」においても，当該部位では鉄

筋腐食が進んでいることを確認できた（写真-9）． 
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自然電位（mV） 腐食の可能性

-200＜E 90％以上の確率で腐食なし
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← 陸側（端部は解放） 沖側（端部に壁）→

図-7 自然電位測定結果（コンター図）
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e)塩化物イオン濃度試験 

塩化物イオン濃度試験は床版部内面，床版部内面(断

面修復面)および胸壁部内面において実施した．試験の

結果，胸壁部の1試料で鉄筋位置(かぶり深さ6.1mm)で鉄

筋腐食限界濃度の基準値3.2kg/m3を上回った．試験結果

を図-9に示す．試験結果を基に各部の塩化物イオンの見

かけの拡散係数を算出したところ，胸壁部内面が も大

きく，次いで床版部内面，床版部内面(断面修復面)の順

となった．なお，鉄筋腐食限界濃度の基準値3.2kg/m3は，

本施設独自の基準値であり，床版部外面での調査結果か

ら設定した． 
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図-9 塩化物イオン濃度試験結果 

 
f)劣化進行予測 

床版部内面および胸壁部内面を対象に，塩化物イオン

の見かけの拡散係数および鉄筋かぶり深さによる劣化進

行予測を実施した．本予測は調査実施後50年を経過する

まで行った．予測結果を図-10，図-11に示す．図-10は

鉄筋かぶり深さが9cmであるため，50年後の鉄筋位置に

おけるかぶり部分のコンクリートの塩化物イオン濃度が

鉄筋腐食限界3.2kg/m3を上回っている．他方，図-11は

かぶり深さが10cmであることから，下回っている．この

結果から，50年後鉄筋位置における塩化物イオン濃度が

鉄筋腐食限界3.2kg/m3に到達することを防ぐためには，

かぶり深さが10cm以上必要であることがいえる． 

各ブロックの50年後の劣化進行予測結果をとりまとめ

たものを図-12に示す．現況のまま放置すると，50年後

には胸壁部11ブロックの塩化物イオン濃度が腐食限界に

達し，鉄筋が腐食環境にさらされるため，老朽化対策が

必要となることを確認できた． 
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  図-10 劣化進行予測（50年後鉄筋腐食あり） 
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図-11 劣化進行予測（50年後鉄筋腐食なし） 
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図-12 劣化進行予測（全ﾌﾞﾛｯｸ） 
 

3. 調査結果のまとめ 

(1)詳細目視調査 

 外観から把握できる各ブロックの変状に大きな違いは

ない．鉄筋腐食など安全性や鉄筋耐力に影響がある変状

については早急な対策が必要である．床版部内面や梁部

高欄部地覆 床版部内面

断面欠損 

浮き錆全体

-214mV -71mV 

写真-9 はつり調査結果 
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の主要な変状であるひび割れ等については，鉄筋耐力へ

の影響が小さいと考えられるため，当面は対策を行う必

要はないものと推察する．一方，目地部は防水性能を失

っているため，変状の進展および再劣化を予防する観点

から対策を行う必要がある． 

 
(2)鉄筋かぶり深さ調査 

 配筋図の鉄筋かぶりを下回る箇所は局部的であり，概

ね鉄筋かぶり深さが確保されている． 

 

(3)鉄筋腐食調査 

 はつり調査により，自然電位測定の評価基準における

「不確定：（-350mV ＜ 測定値E ≦ -200mV）」と評価さ

れた箇所は，鉄筋が腐食している可能性が高いことが確

認された．これより，高欄部地覆では鉄筋腐食の可能性 

が高い箇所は67％に及ぶ．また，施設端部が解放されて

いるブロックNo.1側（陸側）がより鉄筋腐食の傾向が高

いことが確認された． 

 

(4)塩化物イオン濃度試験 

 鉄筋位置において鉄筋腐食限界濃度3.2kg/m3を超える

ものは，胸壁部内面の1カ所であった． 

 

(5) 劣化進行予測 

 塩化物イオンの見かけの拡散係数およびかぶり深さに

より劣化進行予測が可能な部位のうち，50年後に対策が

必要となる箇所は，胸壁部内面の11ブロックであった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 考察 

 床版部外面の詳細調査では，鉄筋腐食の主な要因は鉄

筋かぶり部のコンクリートの変状であった．一方，複数

の部材で構成される内面では，部材毎に鉄筋腐食状況や

鉄筋かぶり部のコンクリートの変状程度が異なった．こ

れは高欄部地覆や支柱部のように気象条件等の影響を受

けやすい箇所か，床版部内面のように影響をほとんど受

けない箇所か等の，常時置かれている環境の違いが影響

しているものと推察される．港湾の施設の維持管理計画

策定ガイドラインでは，港湾施設の維持管理計画の策定

に際し，部材毎に自然条件や利用状況等の諸条件を踏ま

え，維持管理レベルを設定することとされている．本施

設のような特殊な構造でかつ，市民や観光客に日常利用

される様な安全性や美観への配慮が特に必要な施設であ

っても，これら詳細調査等を考慮することで適切な維持

管理を行うことが可能であるものと考える． 
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ETC2.0プローブ情報等を利用した 
渋滞要因分析 
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 渋滞対策を効率的に執行するためには，道路交通の実態を観測し，課題を分析した上で，対

策の計画・実行・評価・改善に継続的に取り組む必要がある．渋滞状況を把握するために行わ

れる渋滞実態調査は，これまで主として人手・目視によって実施されているが，全ての渋滞箇

所において継続的に調査を実施することは費用の観点から困難である．一方，ETC2.0対応車載

器の普及などにより，渋滞要因分析に必要な旅行速度等の情報を，精度良く早期に低コストで

入手することが可能となってきている．本稿では，渋滞対策の効率的な執行を目的として研究

開発中であるETC2.0プローブ情報等を利用した渋滞要因分析手法について研究状況を紹介する． 

 

キーワード ETC2.0プローブ情報，渋滞対策，渋滞実態調査，渋滞要因分析  
 

 

1.  はじめに 

 

(1)   背景 

 国土交通省では，平成28年3月に国土交通大臣を本部

長とする「国土交通省生産性革命本部」が設置され，

「生産性革命に向けたピンポイント渋滞対策」が国土交

通省生産性革命プロジェクトの1つに位置づけられてい

る1)．また，社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道

路部会中間答申「高速道路を中心とした『道路を賢く使

う取組』（平成27年7月）」では，円滑な走行を実現す

るための取組として，ICTの活用，渋滞要因の分析手法

の確立，ボトルネック箇所とその要因の把握，適切な対

策の実施などが示されている2)．  

 渋滞対策を効率的に執行するためには，まず適切な渋

滞要因の把握が重要である．国土交通省土木設計業務等

共通仕様書（案）による交通渋滞調査では，「交通渋滞

実態調査マニュアル（案）（平成2年4月 建設省土木研

究所）3)」に基づき，主に人手・目視による現地観測を

実施している．しかしながら，経費等の制約から，調査

は特定の一日，時間帯に限って実施されることが多く，

必ずしも渋滞の実態を捉えきれていない可能性がある． 

 一方，カーナビ，ETC2.0対応車載器等の普及により，

旅行速度や急減速挙動などの渋滞要因分析に有効なデー

タが，面的かつ時系列的に蓄積され，精度良く早期に低

コストで入手し分析することが可能となってきている． 

 国土技術政策総合研究所では，円滑かつ快適で，社会

全体の生産性向上に資する道路交通サービスを実現する

ために必要な道路交通データの収集・分析手法に関する

研究を進めている．本稿では，研究開発中であるETC2.0

プローブ情報等を利用した渋滞要因分析手法について，

研究状況を紹介する． 

 

(2)   既往の取組のレビュー及び本提案の位置づけ 

 渋滞等の交通状況の分析には，車両から収集される位

置に関する時系列データであるプローブデータ4)を用い

る．プローブデータには，「民間プローブデータ」と呼

ばれるDRM5)区間単位に集約された旅行時間・旅行速度

データと，「ETC2.0プローブ情報」と呼ばれるよりプリ

ミティブな走行履歴・挙動履歴データがある（図-1）．  

● ⺠間プローブデータ
・DRM区間単位の平均旅⾏時間・旅⾏速度

● ETC2.0プローブ情報
・匿名⾞両の200m毎の位置・時刻（⾛⾏速度）
・匿名⾞両の前後左右の加速度，ヨー⾓速度
・⾞両情報（⾃動⾞の種別・⽤途等）

匿名車両の走行位置 等 3

 

図-1 交通状況の分析に用いられるプローブデータ 
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 実務での利用は，取扱開始時期（平成22年度～），サ

ンプル数の多さ，データハンドリングの容易性などから

民間プローブデータが先行している．民間プローブデー

タを利用した渋滞に関する分析としては，橋本ら6)がボ

トルネック交差点とその影響範囲の特定方法を提案して

おり，民間プローブデータを活用することで渋滞の起点

へのなりやすさや下流側の渋滞の影響の受けやすさを把

握できることを示している．また，田中ら7)は、民間プ

ローブデータとビデオ観測を組み合わせた渋滞要因分析

を試みている． 

 一方，ETC2.0プローブ情報を利用した渋滞に関する分

析としては，藤井8)らが経路情報等を踏まえた渋滞要因

分析手法の検討を試みている．また，加藤ら9)は主要渋

滞交差点を対象として「渋滞」と「渋滞を避けるための

抜け道利用」という視点から，渋滞状況と生活道路の交

通安全を関連づけた考察を行っている． 

 ETC2.0プローブ情報の供給が開始され，道路行政への

活用の検討が本格化したのは平成27年以降である．この

ため，ETC2.0プローブ情報を利用した交通分析手法の確

立が急務となっている． 

 本研究では，研究開発中のETC2.0プローブ情報等によ

る渋滞要因分析手法を実際の交通課題箇所を対象に適用

した結果を基に手法の有効性を確認した． 

 

(3)   ETC2.0プローブ情報の特徴と普及の現状 

 民間プローブデータは，車両の位置および測位時刻を

等時間隔（数秒毎）にサンプリングし，携帯電話等の公

衆回線を通じて収集している．一方，ETC2.0プローブ情

報は，車両の位置を等距離間隔（200m）または45度折

進ごとにサンプリングし，測位時刻と併せて車載器に蓄

積している．また，車両挙動が閾値（表-1）を超過した

場合も，挙動の値，発生位置および発生時刻が車載器に

蓄積される．車載器に蓄積されたデータは，高速道路や

直轄国道に設置されている路側機との無線通信により収

集している．車載器に蓄積可能な走行履歴は概ね80km

分程度，挙動履歴は31事象であり，蓄積可能容量を超過

した場合は最も古いデータが削除され，新しいデータに

上書きされる． 

 ETC2.0プローブ情報は全道路を対象にデータ収集がな

されており，サーバに保管されている過去のデータを振 
 

表-1 ETC2.0プローブ情報の分解能・閾値 

データ項目 
センシング

周期 
分解能 閾値 

時刻 1sec 1sec  
緯度/経度 1sec 10-5度  

方位 1sec 16方位  
地点速度 ≦0.3sec 1km/h  
前後加速度 ≦0.3sec 0.01G －0.25G 
左右加速度 ≦0.3sec 0.01G ±0.25G 
ヨー角速度 ≦0.3sec 0.1deg/sec ±8.5deg/sec 

り返っての分析が可能である．精度や信頼性はサンプル

の量と質（車載器の普及，路側機の設置状況）に依存す

るものの，急減速の発生状況や概ねの起終点や経路がわ

かるといった特徴がある． 

 ETC2.0対応車載器の累計セットアップ台数は平成28年

8月末時点で約160万台に上る．従来型のETCは平成13年

3月より一般利用を開始しており，現在では我が国の自

動車保有台数約7,730万台（平成28年3月）のうち，約

4,944万台（平成27年3月）が車載器を搭載している．我

が国の平均車齢が乗用車8.29年，貨物車11.09年（平成27

年3月）であることから，ETCからETC2.0への車載器の

置き換えが進むに従い，ETC2.0プローブ情報の漸増が期

待される．車載器の普及率は全国平均で約1.5%であるが，

地域毎にばらつきがある．東京都では約5%にのぼるも

のの，沖縄県では約0.2%にとどまっている． 

 路側機は高速道路：約1,600箇所，直轄国道：約1,800

箇所の他，一部の道の駅等に設置されている．国土技術

政策総合研究所では，可搬型の路側機の開発に取り組ん

でおり，観光地，渋滞箇所等への展開を検討している． 

 

 

2.  渋滞要因分析のためのデータ分析手法 

 

(1)   右折車による直進阻害 

 A交差点に流入する交通について，ETC2.0プローブ情

報の地点速度から進行方向別の速度分布等を整理し，右

折車による直進阻害状況を明らかにする． 

 

(2)   信号現示の調整による混雑緩和 

 B交差点における信号現示変更前後の通過所要時間を

民間プローブデータにより整理し，混雑緩和状況を明ら

かにする． 

 

 

3.  分析手法の有効性の検証 

 

(1)   右折車による直進阻害 

 A交差点は一般国道と主要地方道・一般都道府県道の

交差点であり，X市における交差点別渋滞損失時間ワー

スト10にランキングされている．国道はA交差点で直角

に折れ北西方面と南西方面を結ぶ形で指定されており，

渋滞は北西方面からA交差点への流入で発生している．

一方，南西方面から北西方面は常時左折可の運用となっ

ているため目立った渋滞は発生していない（図-2）． 

 渋滞方向のETC2.0プローブ情報を集計すると，直進よ

りも南西方面への右折の需要が最も多く，隣の信号交差

点まで10km/h以下の速度が点在している．また，右折で

は交差点付近で急減速が頻発している（図-3）． 
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図-2 A交差点の形状 

 

 ETC2.0プローブ情報から直進車と右折車の地点速度分

布を距離帯別に集計すると，右折車はA交差点から200m

の位置まで20km/h以下の頻度が高く，右折待ちの滞留長

が直進車線にはみ出し右折待ち車両に直進車が阻害され

ている様子が把握できる（図-4）．A交差点では北西方

面からの右折は需要に対して容量が小さく，直進車の速

度低下を誘発している．一方，左折車は少なく左折専用

車線はほとんど利用されていない．路側機の設置の偏り

やサンプル数が少ないことについて留意が必要であるが，

ETC2.0プローブ情報の分析は，直進右左折の割合，右折

待ちの滞留長や右折車による直進阻害状況等の把握に有

効と考えられる． 

A交差点

直進：N=246
（運行IDベース）

急減速

速度

流入：N=543

集計期間：2016年1月

■直進⾞の地点速度分布と危険挙動（7時〜19時）

 

右折：N=269
（運行IDベース）

急減速

速度

集計期間：2016年1月

流入：N=543

■右折⾞の地点速度分布と危険挙動（7時〜19時）

A交差点

※H28年1⽉のETC2.0プローブ（様式1-2、1-4）を集計
 

図-3 A交差点に北西方面から流入する交通の地点速度分布（7時～19時） 

常時左折可 
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■直進⾞の地点速度分布（7時〜19時）

■右折⾞の地点速度分布（7時〜19時）

右折待ち⾞両の影
響である可能性

※H28年1⽉のETC2.0プローブ（様式1-2）を集計

A交差点
からの距離

A交差点バス停

右折⾞線あり

N=612

N=864

A交差点
からの距離

A交差点バス停

右折⾞線あり

～10km/h ～20km/h ～30km/h

～40km/h ～50km/h 50km/h以上

～10km/h ～20km/h ～30km/h

～40km/h ～50km/h 50km/h以上

進⾏⽅向

進⾏⽅向
交差点から200mの位置まで
20km/h以下の頻度が⾼い

↓
右折待ちの滞留⻑の可能性

 
図-4  A交差点に北西方面から流入する交通の右折車線の渋滞末尾の位置 

 

(2)   信号現示の調整による混雑緩和 

 B交差点は主要地方道と一般市道の交差点であり，X

市における交差点別渋滞損失時間ワースト10にランキン 

 

グされている（図-5）．B交差点では平成28年に信号現

示が調整され，東西方向の青時間が6秒延長されている． 

■サイクル長：140秒
1φ 2φ 3φ 4φ 5φ 6φ
64秒 12秒 2秒 45秒 15秒 2秒

全赤 全赤

61秒（▼3秒） 11秒（▼1秒） 2秒 51秒（△6秒） 2秒13秒（▼2秒）

H27.11

H28.4

松屋

松乃家

55

 

図-5 B交差点の形状と信号現示の調整状況

撮影方向
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信号現示変更前後において，一般市道の西向き流入リン

ク（L=約860m）の通過時間を確認したところ，平日8時

台の所要時間が約7分から半減しており，信号現示調整

による混雑緩和の効果が確認できた（図-6）．一方，南

北方向の通過時間を信号現示調整前後で確認したところ，

南向き流入リンク（L=約310m）では大きな変化は認め

られなかったものの，北向き流入リンク（L=約180m）

では18時台の右折の所要時間が約90秒増加するなど負の

影響が確認された（図-7）．B交差点の上流側，下流側，

並行区間の状況変化等にも留意が必要であるが，プロー

ブデータの活用は渋滞対策の実施効果や影響の把握に有

効と考えられる．
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柴崎交差点西向き流入リンクの所要時間（平日）（左折）
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柴崎交差点西向き流入リンクの所要時間（平日）（右折）
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所要時間（ｓ）

時間帯

所要時間の

変化（ｓ）

※⺠間プローブ（⽅⾯別 ⽇別旅⾏時間情報）より集計

H27年11⽉：1,297件
H28年 4⽉：1,840件

H27年11⽉： 945件
H28年 4⽉：1,264件

H27年11⽉：205件
H28年 4⽉：358件

H27年11⽉：147件
H28年 4⽉：218件

リンク⻑：858m

201511 201604 201604-201511H27.11 H28.4  H28.4 - H27.11
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B交差点西向き流入リンクの所要時間（平日）（全方向） B交差点西向き流入リンクの所要時間（平日）（直進）

B交差点西向き流入リンクの所要時間（平日）（左折） B交差点西向き流入リンクの所要時間（平日）（右折）

平⽇8時台の所要時間
は7分から半減

 

図-6 B交差点への西向き流入方向の時間別平均所要時間（平日） 
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柴崎交差点北向き流入リンクの所要時間（直進）

201511 201604 201604-201511

所要時間（ｓ）

時間帯

所要時間の

変化（ｓ）

※民間プローブ（方面別 日別旅行時間情報）より集計

2015年11月：5,159件
2016年 4月：6,766件

2015年11月：4,276件
2016年 4月：5,518件

2015年11月：435件
2016年 4月：582件

2015年11月：448件
2016年 4月：666件

リンク長：180m

201511 201604 201604-201511H27.11 H28.4  H28.4 - H27.11 201511 201604 201604-201511H27.11 H28.4  H28.4 - H27.11
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B交差点北向き流入リンクの所要時間（1ヶ月）（全方向） B交差点北向き流入リンクの所要時間（1ヶ月）（直進）

B交差点北向き流入リンクの所要時間（1ヶ月）（左折） B交差点北向き流入リンクの所要時間（1ヶ月）（右折）

18時台の右折
車の所要時間
が約90秒増加

 

図-7 B交差点への北向き流入方向の時間別平均所要時間（1ヶ月） 
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4.  おわりに 

 渋滞対策を効率的に執行するためには，道路交通の実

態を観測し，課題を分析した上で，対策の計画・実行・

評価・改善に継続的に取り組む必要がある． 

 本稿では，ETC2.0プローブ情報等を利用した渋滞要因

分析手法を提案し，実検証によりその有効性を確認した．

提案した分析手法を用い，渋滞対策の実施前後で，旅行

速度や旅行時間の平均やばらつき（標準偏差）などの指

標を，時間帯別，平休日別，月別，季節別等の様々な区

分で算定することにより，時間変動，月変動，日変動，

季節変動等の様々な変動を捉えることが可能となり，こ

の結果をもとに，速達性の変化や，旅行時間の安定性・

信頼性などの渋滞対策の実施効果を計測・把握すること

が可能と考えられる． 

 渋滞対策のPDCAサイクルのうち，以下のような場面

でETC2.0プローブ情報等による分析が有効であると考え

られる（図-8）． 

 

 

 今後は，より実効性のある渋滞対策の実施に向けて手

法をマニュアル化し，実務展開を図ると共に，渋滞対策

へのプローブデータ活用の展開を図る（図-9）． 

● 道路の交通容量を拡⼤する⽅法
・既存道路の有効活⽤ ｜ ⾞線運⽤の⾒直し（右折レーン捻出等），

信号現⽰の適正化 等

● ⾃動⾞の交通需要を調整する⽅法
・時間的平準化 ｜ 渋滞予報により⾏動の変容を促す 等
・空間的分散化 ｜ 他の道路への誘導（ETC2.0圏央道2割引）等
・輸送効率向上 ｜ ETC2.0⾞両運⾏管理⽀援サービス，

特殊⾞両通⾏許可⽀援⼿続きの簡素化 等

⼤⼿術より先ずは⼩⼿術・体質改善!!
 

図-9 渋滞対策へのプローブデータ活用の展開 

 

Plan

Do

Check

Action

（計画）

（実行）

（評価）

（改善）

■要対策箇所候補の抽出（Plan）
プローブデータを⽤いることにより，客観的な要対策箇所候補の抽出が可能となる．
幅員5.5m以上の道路における24時間365⽇のデータが蓄積されていることから，
要対策候補箇所に加えて周辺への影響範囲の把握が可能となる．

■渋滞要因分析（Plan）
プローブデータから速度低下⽅向や時間帯を特定し，交通量など他のデータと組み
合わせることにより，渋滞要因候補の概況分析が可能となる．
概況分析結果を踏まえて的を絞った渋滞実態調査（現地調査）の計画⽴案が可能と
なり，調査費⽤縮減が可能となる．

■渋滞対策事業の実施（Do）
客観的なデータを基にした渋滞要因分析により効果的な対策の⽴案と実施（Do）
が可能となる．

■効果の評価（Check）および 追加対策検討（Action）
プローブデータはデータ⼊⼿までのタイムラグが短いことから，対策実施効果の事
後評価や追加対策の検討を迅速に実施することが可能となる．

 

図-8 渋滞対策のPDCAサイクルにおけるプローブデータの活用
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NEXCO中日本における植物発生材の 

リサイクルの取組み 
 

 
前田 憲治1・野村 謙二1 

 
1中日本高速道路（株）東京支社 環境・技術管理部 （〒105-6011 東京都港区虎ノ門4-3-1） 

 

 高速道路ののり面等から発生する植物発生材は，大部分を外部に委託してリサイクルや焼却

処分がなされている．しかし，NEXCO中日本の環境方針に基づく資源の有効活用の重要性に鑑

み，植物発生材の一部を内部でリサイクルすることとした．リサイクル方法として複数の手段

が検討され，東京支社においてはペレット燃料化が試みられた．本稿では，植物ペレットの製

造および内部利用に関する事前検討および試行運用の状況を報告する． 
 

キーワード 高速道路，植物発生材，リサイクル，ペレット  
 
 

1.  植物発生材の現状と問題 

(1)   植物発生材のリサイクルに関する現状 
 中日本高速道路（株）（以下，「NEXCO中日本」と

いう．）管内の高速道路では，年間約6.0万㎥の刈草や

伐採木等（以下，「植物発生材」という．）が維持作業

等により発生する．植物発生材は，かつてはその一部を

自社内の堆肥プラントにおいて堆肥化し，高速道路の建

設現場において，のり面植栽時の土壌改良材として有効

活用されてきた． 
 しかし近年の建設ストックの縮小化に伴い，堆肥利用

は減少傾向にある．2014年度の堆肥としての再利用は，

全発生量の4%に過ぎず，他の手段と合わせた内部リサ

イクルの割合は21%にとどまっている． 
 
(2)   問題点 
 年間約6.0万㎥の植物発生材のうち，およそ8割が外部

に委託してリサイクル処分，あるいは焼却処分されてい

る．（図-1） 
2014年度に外部処分にかかった費用は約3億円に達し

ており，その費用は，新規供用路線が増えるごとに今後

さらに増加する． 
 
 

2.  NEXCO中日本の方針 

(1)   環境方針 
 NEXCO中日本は，環境に対する経営方針を「環境方

針」として定め，これを公表している．その中で環境に

関わる経営上の重点施策を3つ定めている． 
①地球温暖化の抑制 
②資源の3Rの推進 
③地域環境への配慮 

 植物発生材の取扱い方針は，上記②の施策に基づいて

決定される．すなわち，資源の3Rの一環として，「リ

サイクル（再生利用）」が求められる． 
 
(2)   植物発生材のリサイクルの必要性 
 すでに問題点として述べたように，植物発生材を外部

処分するための費用は今後も増加し，維持管理費の圧迫

につながる． 
 加えて，会社の環境方針に基づき，資源の3Rを進め

ていくことがCSR（企業の社会的責任）の観点からも求

められている． 
 これらの事情を踏まえ，植物発生材の内部リサイクル

を推進することが会社の経営方針として2012年に決定さ

れた． 
 
 

 

図-1  植物発生材のリサイクル状況（2014年度） 
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3.  リサイクル方法の検討 

(1)  リサイクル方法の候補 

 堆肥に代わる植物発生材のリサイクル方法として，バ

イオマス技術に関する調査を進めた結果，比較的技術的

熟度の高い3方式が検討された． 

  ①ペレット燃料 

  ②熱分解ガス化発電 

  ③メタン発酵ガス化発電 

 いずれもNEXCO中日本において経験のない技術である

ため，予備調査や内部検討を経て，①の方式の実現性に

ついて研究することとなった． 

 

(2)  ペレット燃料化にかかる課題 

 高速道路で発生する植物は，体積比で約6割が草本類

（刈草），約4割が木本類（剪定枝および伐採木）であ

る．木本類から製造される木質ペレットは，木材の構成

要素の１つである物質（リグニン）が軟化して，接着剤

のような役割を果たすため，接着剤が無くても固形化が

可能であると一般に考えられている1)．（一方，水素結

合が固形化に大きな役割を果たしているという見解もあ

る2)．）しかし，草本類にはリグニンが含まれないため，

ペレット化は不可能と考えられていたためこれまで国内

外で実用化された実績が無く，技術的な可否も含めて研

究が必要であった． 

 また，製造したペレット燃料を有効に内部利用するリ

サイクルの仕組みを構築することも重要な課題であった． 

 

 

4.  ペレット化に向けた技術的検討 

(1)  技術的な課題の整理 

前項で述べたように，草本類を材料としたペレット

（以下，「刈草ペレット」という．）の製造は技術的に

未知であった．技術的な検討課題を改めて整理すると，

以下のようになる． 

・刈草ペレットの製造について，その技術的可否も含め

て検討が必要 

・木質ペレット，刈草ペレットそれぞれの品質について

検証が必要 

・ペレットを一般的なペレットボイラーやペレットスト

ーブで燃焼させた時の技術的な問題について検証が必

要 

 
(2)  刈草ペレットの製造にかかる技術検討 

a) 草本類の破砕試験 

 高速道路の維持作業等で発生した刈草を，外部のペレ

ット工場に搬入して，破砕機で破砕試験を行った．搬入

時の刈草は含水率がおおむね60%台であり，そのままで

は破砕に適さないため，50%以下になるまで天日乾燥し

た．（図-2） 

 乾燥後に材料を一次破砕機，二次破砕機に順次投入し

た．両破砕機は，木質ペレットの製造に使用されている

ものと同じである．（図-3） 

 破砕の結果は，表-1のとおりである． 

 

図-2  刈草の乾燥状況 

 

 

 

図-3  上：一次破砕機，下：二次破砕機 

 破砕の結果，破砕機への負荷は小さく，安定して破砕

作業ができた．一方，刈草特有の含水率の高さから，材

料が投入口付近でブリッジを形成し，処理効率を下げる

ことが分かった． 

 

b) 造粒試験 

 破砕された材料をペレット造粒する試験を行った．一

 
表-1  刈草の破砕結果 

 

 スクリーン 
（mm） 

破砕後含水率

（%） 
重量 
（kg） 

一次破砕 φ50 38.5-42.5 800 
二次破砕 φ15 33.0-42.3 692 
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般的にペレットの成形は，リングダイと呼ばれる鉄製リ

ングに明けられた孔に，材料を押し込み，圧縮と熱によ

り固結させる． 

 試験体の成否の評価は，造粒時点におけるペレットの

固まり具合と粉化率（固結せず粉体のまま残った材料の

重量の比率）により判断した． 

 試行錯誤の結果，造粒の成否は，含水率と圧力が支配

的要素であることが判明した．（図-4） 

 このため，含水率はいったん材料を10%未満に乾燥さ

せた上で，加水して水分調整することとした．圧力は，

数値的に管理することができなかったため，リングダイ

のサイズを入れ替えることで調節した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4  造粒の支配要素 

 

 造粒試験の結果，もっとも高い評価が得られた含水率

は，表-2のようになった．リングダイのサイズは，φ

6mm×L34mmが最適の結果を得た．（図-5） 

 

図-5  造粒されたペレット 

 

 一般的な木質ペレットの含水率が6～8%であることか

ら，刈草ペレットの含水率（11.1%）は高いと言える．

なお，リングダイによるペレット製造は，成型時の熱と

圧力で材料の水分が逸散するため，長時間連続運転下で

は高温によりペレット水分が低下し，粉化率が上がるこ

とが予想される．したがって，機械の状況に応じた細か

な水分調整が必要となる． 

 

 (3)  刈草ペレットの性状にかかる技術検討 

a) ペレットボイラーでの燃焼試験 

 製造された刈草ペレットを，ペレットボイラーで燃焼

させた．ボイラーの緒元は，表-3のとおりである． 

 燃焼は，約5時間連続稼働して行った．燃焼試験の結

果得られた知見は，以下の通りである． 

着火性：問題なし 

燃焼性：燃焼が進むにつれ，燃焼灰が燃焼室に滞留し，

気流を妨げてやや不完全燃焼の状況を呈した． 

燃焼灰：燃焼室に比重の重い灰がたまった． 

 

木質ペレットと比較すると，燃焼灰の量が多く比重が

大きい他，長時間の燃焼で灰が固結し「クリンカー」が

形成される可能性が示唆された． 

 

b) ペレットの成分分析 

 製造された刈草ペレットの品質分析を行った，分析結

果は表-4のとおりである． 

 

 国内で一般的に流通している木質ペレットのうち，品

質が低いC規格と比較しても，やや品質が劣る結果とな

った． 

 

 

5.  ペレットによる植物発生材のリサイクル計画 

 前項での技術的検討を踏まえ，リサイクル計画を検討

した． 

(1)  リサイクルの全体計画 

 高速道路の維持作業等で生じた植物発生材（木本類お

よび草本類）を自社プラントでペレット燃料に加工し，

これを自社ボイラーで燃焼させ，管理棟の冷暖房に活用

する内部リサイクルの仕組みを計画した．（図-6） 

 
表-2  造粒試験の結果 

 

材料含水率 
（%） 

ペレット含水率 
（%） 

粉化率 
（%） 

16.5 11.1 1.6 
 

 
表-3  ペレットボイラー緒元 

 

定格出力 290kW（250,000kcal/h） 
最大使用圧力 無圧開放方式 
ボイラー構造 煙管式 

 

表-4  刈草ペレットの品質分析（項目抜粋） 
 

項目 分析結果 参考基準※) 
発熱量：kcal/kg 3,750～4,060 3,820以上 
含水率：% 11.1 10以下 
灰分：% 6.52 1～5 

  ※）日本木質ペレット協会によるC規格 3) 

最適値 

含水率 
高 

品質保持（カ

ビ等）の問題 

低 

固まり

にくい 

圧力 
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図-6  リサイクル計画の全体概要 

 

(2)  ペレット製造プラントの計画 

 植物発生材からペレットを製造するプラントの整備を

計画した． 

 場所は，神奈川県山北町にある堆肥プラントの建屋を

利用し，機械ユニットの据替によるものとし，コストを

縮減した． 

 受入れ能力は，東京支社管内の東名高速道路（東京～

豊川間）および新東名高速道路（御殿場JCT～新城間）

で年間に発生する植物発生材を想定し，18,000㎥/年と

した．これにより，年間最大約500tのペレット製造を期

待できる． 

 ただし，植物発生材の遠距離輸送による効率低下を考

慮し，初期段階においては近隣（プラントから概ね50km

以内）の植物発生材を受け入れることで，年間約190tを

製造する計画とした． 

 

(3)  ペレットボイラーの計画 

 新東名高速道路 藤枝岡部料金所（静岡県藤枝市）に

ある既設のペレットボイラー焚冷暖房設備を利用し，自

社製ペレットを投入する計画とした．これにより，年間

190tの消費を期待できる． 

 

 

6.  リサイクルの試行運用 

(1)  ペレット製造プラントの整備および試行運用 

 ペレット製造プラントは，2014年6月に完成し，同年8

月から試行運用を開始した．図-7に施設の全景を，図-8

に施設の概要を示す． 

 

図-7  ペレット製造プラント全景 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図-8  ペレット製造プラント概要 
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 試行運用段階で新たに明らかになった諸問題とその対

応を，以下に紹介する． 

a) 製造能力 

 当プラントにおけるペレットの製造能力は，365kg/h

で設計されており，1日約2tのペレット製造を期待して

いたが，試行運用においては1日当たり1.0t未満であっ

た．能力が限定された原因として考えられたのは， 

・金属（釘など）やビニール袋，ペットボトルなどの不

純物が多く，機械トラブルが頻発したこと． 

・材料の水分調整が難しく，未形成の粉化率が10%程度

と高くなったこと． 

・プラントの各工程を担う個々のマシンの能力が一様で

なく，手動オペレーションによる各マシンの速度調整

に手間取ったこと． 

などが挙げられる． 

 これらの問題の解決策として，以下の対策を講じた． 

・金属が破砕機に混入しないよう，材料投入用のベルト

コンベアに電磁石を装着し，自動で除去した．また，

ビニール等は材料投入時に人力除去した． 

・安定した造粒ができるよう，一次破砕後の材料を水分

計にかけ，測定された水分に応じて乾燥機の速度を調

整して，最適な水分を保持できるようにした． 

・製造メーカーの運用指導を受け，運転員が各マシンの

運転速度の調整に習熟できるようにした． 

 これらの取組みにより，試行運用開始1年後には，1日

当たり1.0t～1.5tのペレットを安定的に製造できるよう

になった． 

b) ペレットの品質 

 プラントで生産された自社製ペレットの品質検査を行

った．検査は木質ペレット，刈草ペレットの両方に対し

て行った． 

 木質ペレットを民間基準と比較すると，最も低いC規

格をほぼ満たしていることが確認できた．一方，刈草ペ

レットは国内外で実用化されておらず，品質基準も存在

しないが，木質ペレットとの品質比較をすると，含水率

が高い，発熱量は小さい，灰分が多い，という性質が明

らかになった．（表-5） 

 

 一方，品質の不安定さが認められた．特に刈草ペレッ

トは，含水率が高めのロットは，3か月経過時点でカビ

による変色や粉化が認められる場合があった．品質のば

らつきについて，今後も検証していく必要がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  ペレットボイラーの試行運用 

 藤枝岡部料金所のペレットボイラーで，自社製ペレッ

トを燃焼させた．（図-9）刈草ペレットを燃焼させたと

ころ，燃焼灰が燃焼室に滞留し，固結してクリンカーを

形成する現象が発生した．（図-10）この現象は，運転

そのものが継続できない重大な問題である． 

 クリンカーが発生する要因の一つは，草本類の成分に

ある．草本類にはケイ素が多く含まれる4)ため，燃焼灰

に含まれるガラス質成分が固結するとクリンカーを形成

する．もう一つの要因として，燃焼温度が考えられる．

一般的に炉内の温度が900℃～1200℃になるとクリンカ

ーが発生しやすいと言われている．当該ボイラーは炉内

温度の計測装置を備えていないが，クリンカーが発生し

た事実を考えると，炉内温度が上記の範囲に達したと推

定される． 

一方，木本類は竹を除きケイ素の含有量が少ないため，

クリンカーが問題となることは少ない． 

 

 

図-9  ペレットボイラーの燃焼状況 

 

 
表-5  ペレットの品質分析（項目抜粋） 

 

項目 木質 
ペレット 

刈草 
ペレット 

参考 
基準※） 

直径 
mm 7.2 7.2 6～8 

長さ 
% 100 100 30≦L<40mm

の比率 
かさ密度 

kg/㎥ 650 650 650～750 

含水率 
% 

9.9 13.6 10以下 

発熱量 
kcal/kg 

3920～ 
4254 

3500～ 
3870 

3820～ 
4200 

灰分 
% 

3.1 11.1 1.0～5.0 

  ※）日本木質ペレット協会によるC規格 3) 
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6 

 

 

図-10  クリンカーの発生状況 

 

 当該ボイラーにおいては，当面は木質ペレットを使用

して運用することとした．刈草ペレットを使用した安定

的な運用技術の確立には，更なる検証を要する． 

 

(3)  リサイクルの運用実績 

 本リサイクルの取り組みは，2014年8月から試行運用

を開始している．2015年12月までの製造および使用の実

績は，表-6のとおりである． 

 

7.  今後の展開 

(1)  改善すべき課題 

 試行運用を通じて明らかになった課題は以下の通りで

ある． 

a) 製造能力の向上 

 これまでの日当たり製造能力は1.0～1.5tであった

が，これを2t/日程度に向上させる必要がある．これ

により，年間生産量200t～300tを見込むことができる． 

b) 品質の安定化 

  材料が不均一なため，ペレットの品質にばらつきが

みられる．今後はばらつきの原因や対策を検討してい

く必要がある． 

c) 刈草ペレットの燃焼安定化 

 これまでクリンカー等の問題で安定的に燃焼できな

い刈草ペレットについて，ボイラーの改良や運用改善

を検討していく必要がある． 

d) 未形成ペレットや燃焼灰の利用方法の拡大 

 現在のところ，利用方法はボイラーによる燃焼に限

られているが，未形成のペレットや燃焼灰の有効利用

についても検討していく必要ががある． 

e) 運用コストの削減 

 製造プラントの稼働，ボイラーの保守等にかかるコ

ストを見える化し，削減を図っていく必要がある． 

 

(2)  対応方針 

 上記課題のうち，a)～c)に対しては，引き続きデータ

を蓄積して具体的な改善点を抽出していきたい． 

 課題d)については，例えば未形成ペレットを花壇に敷

均しのマルチング材として利用する方法考えられ，現在

検証中である．燃焼灰はアルカリ分を多く含むため，土

壌改良材としての利用が期待できる． 

 課題e)については，運用員の稼働データを蓄積中であ

る．これまでは運用員へのノウハウ習得を主として効率

性を向上させてきたが，更なる効率性向上のためには，

ノウハウをマニュアル等に形式知化することで広く共有

を図るべきであると考える． 

 

8.  おわりに 

 草本類を用いたペレット化事業は国内外で初めての取

組みであり，未知の部分が多く試行錯誤の連続である．

一方で，道路の植物発生材をリサイクルする取組みとし

ては，汎用性が高いと考えている．今後も未知の難題に

挑戦し，本事業を軌道に乗せていきたい． 

 

以上 
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表-6  ペレットの製造および使用実績 

 

 木質ペレット 刈草ペレット 合計 
製造・使用

量（t） 
22.5 68.5 91.0 
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伊豆半島における観光期の 

道路を賢く使う取り組み 
 

 

 

鳥畑一博1 

 

1中部地方整備局 沼津河川国道事務所 調査第二課（〒410-8567 静岡県沼津市下香貫外原3244－2） 

 

 

伊豆半島では，GWや夏休みを中心とした観光期において，主要な幹線道路等で渋滞が

発生している．観光期は，交通需要が突出するため，道路整備によるハード対策とあわせ，

「道路を賢く使う」取組みとして，ソフト対策を検討することが重要な課題であった． 

東駿河湾環状道路（沼津IC方面）の登坂部を対象に，LED表示板による速度低下抑制情

報提供と速度回復促進情報提供による渋滞対策実験の効果検証を行った結果，低速車両の

割合が低下する等の効果を確認した．また，その他取組みとして，伊豆スカイラインの料

金割引を行った結果，同道路の交通量増加と，国道135号からの転換を確認した． 

 

キーワード：道路を賢く使う，ソフト対策，LED表示板，料金割引 

 

 

１． はじめに 

 

 伊豆半島では，GWや夏休みを中心とした観光期にお

いて，主要な幹線道路等で渋滞が発生している．これは，

伊豆半島の観光地としての魅力に起因した交通需要の多

さと，道路の交通容量に課題があり，これらを踏まえた

渋滞対策が求められている．特に，観光期は交通需要が

突出するため，道路整備によるハード対策とあわせ，

「道路を賢く使う」取組みとして，ソフト対策を検討す

ることが重要な課題であった． 

 本稿では，伊豆半島の玄関口で，主要な幹線道路であ

る東駿河湾環状道路（沼津IC方面）の登坂部を対象に，

民間プローブデータとETC2.0プローブ情報を活用した渋

滞状況分析を行い，当該道路の渋滞状況を俯瞰した上で，

LED表示板による速度低下抑制情報提供と速度回復促進

情報提供による渋滞対策実験の効果検証を行う．また，

その他取組みとして，伊豆スカイラインの料金割引の効

果検証について報告するものである． 

 

２． 東駿河湾環状道路の渋滞状況分析 

 

 ここでは，民間プローブデータとETC2.0プローブ情報

を用いて東駿河湾環状道路（沼津IC方面）の渋滞状況分

析を行い，当該道路の渋滞状況を俯瞰する． 

 

(1) 対象区間の概要 

 東駿河湾環状道路は，伊豆縦貫自動車道の一部を構成

し，沼津岡宮ICから函南塚本ICまで16.8kmが開通してい

る（図-1）．東名高速道路の沼津IC，新東名高速道路の

長泉沼津ICと接続し，伊豆半島の玄関口となっている．

また，平成26年2月11日に三島塚原IC～函南塚本ICが開

通したことで，三島市街を迂回する都市圏環状道路とし

て機能している． 

 本稿で対象とする区間は，沼津IC方面（北方向）へ向

かう下り線の，大場・函南ICから，三島玉沢ICを経由し

て，三島塚原ICまでである． 

 

(2) 曜日別渋滞発生パターン分析 

 民間プローブデータより作成した休日の渋滞モザイク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1  東駿河湾環状道路の位置図  
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図-2  休日の渋滞発生パターン（渋滞モザイク図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3  対象ボトルネックの渋滞日数と渋滞開始時刻 

(H27.9～11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4  対象ボトルネックの渋滞諸元(H27.9～11) 

 

図の一例を図-2に示す．図は平成27年10月25日（日）の

例であり，大場・函南IC先の登坂部が，速度10～30km/h

を示し渋滞先頭地点となっている．また，それより先は

30～40km/hの速度域であり，渋滞回復流を示している．

休日に発生する渋滞の大部分は，大場・函南IC付近を渋

滞先頭地点とするこのパターンであり，本稿ではこのボ

トルネックを対象とする． 

 なお，紙面の都合上割愛するが，平日はさらに下流の

三島玉沢IC合流部付近が，渋滞先頭地点である． 

 

(3) 渋滞状況分析 

 平成27年9～11月の3ヶ月を対象に，民間プローブデー

タより渋滞モザイク図を描画し，渋滞状況を日別に判読

した．具体的には，渋滞先頭地点（ボトルネック位置）， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5  対象ボトルネックの速度プロファイル 

 

渋滞開始/終了時刻，最大渋滞長を判読した．民間プ

ローブデータの制約上，時刻は15分ピッチであり，渋滞

先頭地点と渋滞長はDRMリンク端の位置に依存する．

図-2に示す渋滞モザイク図の描画範囲は，全13DRMリ

ンクで構成し，リンク長は54～1,723m（平均559m）で

ある．また，前述の通り30～40km/hの速度域が渋滞回復

流を示していることから，30km/h以下を渋滞と定義した． 

 対象ボトルネックの渋滞日数と渋滞開始時刻を図-3に

示す．対象ボトルネックでは，休日の9割（=17/19）の

日で渋滞が発生している．土曜日は半分（=6/13）の日

で，平日でも稀に（=8/59）渋滞が発生している．また，

土曜日と休日の渋滞は14～16時台に多く発生している． 

 次に，対象ボトルネックの渋滞諸元を図-4に示す．平

均渋滞時間は3.3時間/回であるが，最も長い時は10.7時

間である．また，平均最大渋滞長は2.9km/回であるが，

最も長い時は4.1kmである．このように渋滞が多く発生

しており，渋滞対策の必要性を改めて確認した． 

 

(4) ボトルネック位置分析 

 民間プローブデータでは，渋滞先頭地点がDRMリン

ク端の位置でしか把握できない．そのため，詳細なボト

ルネック位置を把握することが不可能であり，渋滞対策

を検討する上で，課題となっていた． 

 そこで，ETC2.0プローブ情報より詳細なボトルネック

位置の把握を試みた．具体的には，1）高密度時の速度

低下状況を分析するため，渋滞発生前2時間以内にボト

ルネック地点を通過した車両を日別に抽出し，速度プロ

ファイルを描画するとともに，2）渋滞定着地点を分析

するため，渋滞発生後にボトルネック地点を通過した車

両を日別に抽出し，速度プロファイルを描画した． 

 図-5は，対象ボトルネックの速度プロファイルを渋滞

発生前と渋滞発生後に区分したものである．図中の黒線 
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は，個々の車両の速度変動を表わしており，ピンク線は

これら個々の車両の時間平均速度である．このボトル

ネックは，登坂部で速度低下し，上り坂から下り坂に差

し掛かる113.9kp付近が渋滞定着地点（ボトルネック位

置）である．ETC2.0プローブ情報は，民間プローブデー

タに対して空間分解能が細かい．同データを利用するこ

とで，詳細にボトルネック位置を特定できた． 

 

３． 東駿河湾環状道路の渋滞対策実験の効果検証 

 

(1) 渋滞対策実験の概要 

 「道路を賢く使う」取組みとしての渋滞対策は，LED

表示板による情報提供を検討した．中谷ら1)，竹内ら2)，

山田ら3)は路肩にLED標識を設置し，渋滞先頭地点を知

らせるとともに，速度回復を促す情報を提供したところ，

渋滞発生後捌け交通量（渋滞中の交通容量）が4～7%増

加することを明らかにした．情報によって緩慢になった

アクセルワークを是正し，加速を促すことで渋滞発生後

捌け交通量の増加を狙ったものである． 

 本実験はこれを援用したものであり，図-6に示す③と

④の地点にLED表示板を設置した．LED表示板は，

ETC2.0プローブ情報で分析した渋滞発生前の速度低下地

点と渋滞発生後の渋滞定着地点より上流の位置から選定

した．③は急な縦断勾配地点で，「上り勾配」と「速度

低下注意！」を交互表示し，④は上り勾配終了地点手前

で，「速度回復願います」を表示した．言葉の通り，③

は登坂部の速度低下を抑制し，④は速度回復を促すもの

である．このメッセージは常時点灯であることから，非

渋滞時と渋滞時の両方で意味のある表示内容とした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7  モバトラCの交通量階層別速度出現頻度（休日） 

 

 その他，①と②において「この先1km上り坂／速度低

下注意」と記載した縦型のSL板を設置した．また，時

間分散を図るため，沼津IC方面の上流に位置する伊豆中

央道の料金所で，下田方面利用者に対して，当該区間の

渋滞状況を示したビラを配布し，帰路（沼津IC方面）利

用時の参考にしていただいた． 

 

(2) 交通量階層別速度出現頻度の変化 

 当該区間には車両感知器が設置されていないことから，

実験期間中は本線上にモバトラを3基設置した（図-6参

照）．交通量階層別速度出現頻度の変化を図-7に示す．

なお，図は上り勾配終了地点手前（モバトラC）のデー

タである．また，以降も含め，比較対象となるLED表示

板なしは平成26年7月12日～8月11日，実験中のLED表示

板ありは平成27年8月1日～8月7日としている． 

 LED表示板設置後は，渋滞領域の発生頻度が減少して

いる．渋滞発生後の速度回復が促進された可能性がある．

速度が高くなっていることから，損失時間の減少効果が

あったことが確認できる．また，期間内の渋滞直前交通

量のうち最も少ない交通量，いわゆる渋滞することがな 

図-6  対象ボトルネックの速度プロファイルとLED表示板等の設置位置 
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図-8  地点別低速車両の割合（休日） 

 

い交通量として，最大安定交通量を定義し分析した結果，

LED表示板設置前は820台/時であったのに対し，設置後

は1030台/時となり，210台/時（26%）増加した．交通容

量の増加効果があった可能性がある． 

 

(3) 低速車両の発生割合 

 図-8は，各地点の低速車発生割合である．30km/h未満

の発生割合をみると，地点A～CのいずれもLED表示板

設置後に低下している．また，20km/h未満の発生割合も

低下している．本実験は，速度低下防止と速度回復促進

を狙ったものであるが，狙い通り渋滞発生後の速度回復

が促進された可能性を改めて確認した． 

 

４． その他取組みの紹介 

 

 ここでは，その他取組みとして，伊豆スカイラインの

料金割引による国道135号の渋滞対策について紹介する． 

 

(1) 料金割引の概要 

 伊豆スカイラインでは，静岡県道路公社と静岡県が主

体となり，富士山の日（2月23日）を含む平成28年2月19

日～28日の10日間において，通行料金割引キャンペーン

を実施した．具体的には全車種・全区間で，上限200円

とした（普通車は全線利用で通常980円のため780円の得

になる）．これは，河津桜まつり等早春イベントの開催

により渋滞が想定される国道135号から，当該道路への

交通量の転換を促し，混雑緩和を期待したものである． 

 

(2) 交通量の変化分析 

 割引期間中における伊豆スカイラインの平均日交通量

は，平日が2,511台/日，休日が6,383台/日であった．平日

は通常時の1.3倍，休日は1.9倍であった． 

 割引期間中に中大見口交差点で交通量調査を実施した

（図-9）．当該交差点は南の河津町より国道135号を北

上した地点であり，左折して約10kmの位置に伊豆スカ

イライン天城高原料金所がある．図-10の左折割合をみ

ると，11～19時台の東京方面へ帰路につく時間帯は，割

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9  伊豆スカイラインと国道135号の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10  伊豆スカイライン方面への交通量の変化 

（中大見口交差点） 

 

引前に比べて割引期間中に高く，国道135号から伊豆ス

カイラインに転換があった可能性を示唆している． 

 

５． まとめと今後の課題 

 

 東駿河湾環状道路（沼津IC方面）のLED表示板による

渋滞対策は，速度向上効果があったことを確認した．一

方で，簡易的に交通状況を把握できるモバトラを使用し

たことから，より正確な交通容量の増加効果が不明であ

る．数日を対象にVTR調査を実施し，その効果を明らか

にしていくことが重要と考える．また，LED表示板に代

えて，大型看板を設置する等恒久的な対策を検討するこ

とも考えられる． 
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平成27年9月関東・東北豪雨における 

鬼怒川上流４ダムでの現場対応 

大塚 新吾1

1関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所 川治ダム管理支所

（〒321-2611 栃木県日光市川治温泉川治319-6）

平成27年9月関東・東北豪雨は鬼怒川水系にとって過去最大の降雨であり，鬼怒川下流部にお

いて大きな被害が生じた．また，五十里・川俣・川治・湯西川ダムのある上流域においても，

土砂災害やそれに伴うインフラの寸断などが発生し，一時的にダムが孤立化することとなった．

本稿では，被災によるダム管理への影響や課題を整理するとともに，発災時の住民対応や復興

支援など、ダムが果たした役割を報告するものである．

キーワード ダム，災害対応，危機管理，住民対応，復興支援 

1.  はじめに

 鬼怒川は，栃木県と群馬県の県境にある鬼怒沼を水源

とし，男鹿川等を併せて茨城県守谷市で利根川に合流す

る流域面積1,784km2，流路延長176.7kmの利根川水系の支

川である．

 この上流域に五十里・川俣・川治・湯西川の4ダムが

あり，洪水調節やかんがい・都市用水補給等において統

合管理を行っている(図-1)．

2.  降雨の概要

 平成27年9月9日10時過ぎに愛知県知多半島に上陸した

台風第18号は，日本海に進み同日21時に温帯低気圧とな

った．台風第18号や台風から変わった低気圧に向かって

南から湿った空気が流れ込んだ影響で，関東地方や東北

地方では記録的な豪雨となった(図-2)．

図-2  レーダ雨量図
図-1  鬼怒川流域の概要
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 また，9月9日から9月10日にかけて，栃木県日光市五

十里雨量観測所で，観測開始以来最多の24時間雨量

551mmを記録するなど，鬼怒川上流域の各観測所でも最

多雨量を記録した(図-3)．

3. 周辺の被害状況

 台風18号等の激しい降雨により，鬼怒川上流4ダム周

辺において土砂流出による国道や県道の崩落並びに通行

止めが多数発生し(図-4)(図-5)，電気・通信・水道とい

った管理支所へのライフラインが一時断となった．これ

ら被災箇所の仮復旧には短い箇所で数時間，長い箇所で

は2週間程度の期間を要した．

 また，五十里ダムでは9月9日夜から9月10日6:00まで，

湯西川ダムでは9月9日夜から9月10日15:00まで，それぞ

れ管理支所へ至る道路が全て通行止めとなり，孤立化し

た．幸いにして孤立化は半日程度で解消したものの，し

ばらくの間，各ダムへは迂回ルートでのアクセスを余儀

なくされた．

4.  ダム管理への支障とその対応

 ダム周辺の道路やライフライン被災により，ダム管理

に支障となった事象を以下に示す．

(1) 道路崩落による警報巡視不能

 ダムにおいては，クレストゲートやコンジットゲート

から放流を開始するとき，急激な増量操作を行うときな

どに，河川利用者や沿川住民への周知のためサイレン吹

鳴や警報車による巡視を実施することとされている．

 五十里ダム及び川治ダムにおける警報巡視ルートは国

道121号を通って下流に向かうため(図-4参照)，道路崩

落のあった9月9日夜以降は管理支所からの警報巡視が不

能となった．

9月9日深夜に川治ダムでは計画規模を超える洪水時の

操作（いわゆる「ただし書き操作」）の準備をしており，

実際に移行する際には警報巡視が必要であったため，実

施方法について事務所と調整を行った．なお，今回は幸

いにしてただし書き操作に移行することはなかった．

（対応状況）

 ・通行止め箇所から上流側を支所で実施

 ・通行止め箇所から下流側を事務所で実施

(2) 光ケーブル切断による情報途絶

 事務所と各ダムを接続する光ケーブルは川治ダムを中

心としたスター型構成となっており，4ダムへのアクセ

図-3 鬼怒川上流域の24時間雨量

図-4  ダム周辺の道路被災状況 

図-5  道路崩落 

中三依

五十里

湯西川

[mm] 
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スルートの都合上二重化されていない(図-6)．

 このため，今回のように事務所～川治間で光ケーブル

が切断されるとバックアップ回線であるマイクロ無線へ

迂回することとなる．電話やメール，河川情報（ダム諸

量やテレメータ）などほとんどのデータはマイクロ無線

に迂回したため大きな混乱は生じなかったが，映像デー

タは回線容量の都合上，迂回しないように設定されてい

る．

a) 地上デジタル放送配信（事務所→管理支所） 

 各管理支所では地形上の問題で地上デジタル放送を受

信できないため，事務所で受信した映像を光ケーブルで

支所向けに配信している．今回配信が停止したことによ

り災害関連の報道を視聴できなかったため，下流の被害

状況把握が困難であった． 

（対応状況） 

 ・適宜インターネットで情報収集（テキスト中心） 

 ・事務所との電話連絡時に情報収集（事務所も忙しい）

b) CCTV映像閲覧（管理支所→事務所） 

 施設監視や空間監視CCTVは当該管理支所で閲覧制御す

るだけでなく，事務所においても状況把握に利用してい

る．今回CCTV映像の断により事務所での状況把握が困難

となったものの，実際の放流操作や巡視を行う管理支所

では正常に閲覧制御が可能であったため，影響は最小限

であった． 

 ただし，本局や本省，外部に対してCCTV映像を配信す

る可能性を考慮すると潜在的な支障があったといえる． 

（対応状況） 

 ・管理支所での出水対応に支障なし 

 ・上部機関への映像伝送不能

(3) 非常用発電設備の燃料確保

 五十里・川治・湯西川ダムにおいて停電が発生したが，

孤立化を含めて湯西川ダムでの対応状況を表-1に示す．

停電発生時には燃料に余裕があったものの、停電復旧の

目処がたたないとの情報から早めの手配を行った．今回，

燃料チェック時にエンジンオイルの補給ストックがない

ことが判明し，あわせて手配している．燃料残量チェッ

クや手配については重要性が周知されているが、エンジ

ンオイルの確認も重要であることを再認識した．

 なお，川治ダムでは数時間で停電が復旧したが，管理

用水力発電設備が稼働しているため，停電が長期化して

も問題はない．湯西川ダムでは今年度新設稼働予定であ

り，五十里ダムでも計画されているところである．管理

用水力発電には未利用エネルギーの有効活用というだけ

でなく，防災力の向上（停電長期化時にも安定電源供給）

というメリットもあるため，積極的に採用を検討してい

くべきと考える．

（対応状況）

 ・燃料及びエンジンオイルの早期手配

5. 映像配信方法の検討

4章で述べた3件のうち，現場から改善要望のあった光

ケーブル切断時の映像配信対策について検討を行った．

１つ目の対策案は光ルートを二重化することにより信頼

性を確保するもの，２つ目の対策案は無線回線で映像伝

送を行うものである．

 道路や河川の事務所では光ケーブルの二重化が一般的

であるが，ダム支所は山間にあるため，アクセスルート

が限られること，また今回のように土砂崩れ等でのケー

ブル切断リスクが比較的高いことから，整備費用に見合

った信頼性を確保できないと考えられる．

 それよりは高信頼性の無線回線を有効活用し，光ケー

図-6  鬼怒川ダムのネットワーク構成

表-1  湯西川ダム非常用発電設備稼働と燃料補給 

事象 停電 孤立化
9月9日 6:45 注意体制

12:40 警戒体制

9月10日 2:39 停電発生／道路崩落
非常用発電設備稼働

13:00 燃料、エンジンオイル手配

15:00 迂回路（林道）開通

9月11日 14:00 軽油700L補給

17:13 停電復旧

9月12日 11:00 エンジンオイル補給

日時
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ブルが多地点で切断されても最低限の映像配信機能を維

持できるようにする方が鬼怒川ダムの実状に合っている．

２案の比較表を表-2に示す．

 導入にあたっては必要な画質や使い勝手を整理した上

で「災害時でも簡単に使える」システムとすることが重

要である．

6. 住民・観光客等の対応

 今回の出水対応中並びに事後において，以下のとおり

住民や観光客対応を行った．

(1) 帰宅困難者の保護

 出水対応中に，警察から管理支所宛に帰宅困難者の保

護依頼があった．道路が被災しており現地に向かえない

ため，一時的な保護を依頼されたものである．

 利用していない会議室を開放し，そこで休憩・仮眠を

とってもらったが，職員や支援員は全員出水対応で忙し

く，なかなか目の届かない状況であった．

 ダムが山間地にあることを考慮すると，今回のような

道路被災により消防救急活動ができないことは十分に考

えられ，ダムの“一時的な受入拠点”としての機能も検

討していく必要がある．具体的には，管理支所のどこを

開放するのか，どのような備蓄品を提供できるのか，対

応に人を割けるのか，といった課題がある．

 その一方で，ダムにとっては出水対応が最優先である

ため，受け入れることがダム管理に支障を与えない運用

としなければならない．

(2) ダムを活用した復興支援

 湯西川ダム付近で県道が崩落(図-5)したことにより，

地元の主要観光地である湯西川温泉へのアクセスができ

なくなった(図-7中①)．そこで，堤体下流部へアクセス

可能な旧県道と堤体エレベータを活用し，湯西川温泉へ

の観光客輸送に支援した(図-7中②)．また，ダム管理用

道路から県道への接続部を整備することで，県道を暫定

供用することができた(図-7中③)． 

 今回の対応においては，被災箇所復旧の長期化が懸念

されたことから地元要望を受けて支援を行った．ダムを

活用することで発災から短期間で地元住民や観光客の交

通手段が確保され，地元における紅葉シーズンの観光客

受け入れに貢献できた．被災による影響を最小限に抑え

られたことから，自治体や地元の旅館組合からも感謝の

声が寄せられた． 

 これは被災箇所とダム堤体や管理用道路の位置関係か

表-2  光ケーブル切断時の映像配信 

図-7  湯西川ダムを活用した復興支援

光ルート二重化 無線回線の有効活用

概要
日光砂防事務所～川治間（県道169号）
に光ケーブルを追加で敷設する。
（日光砂防～鬼怒川ダムは既設光利用）

高圧縮方式や準動画により容量を小さく
して無線回線にのせる

整備内容
光ケーブル　約30km
自営柱、土工　一式

エンコーダ／デコーダ　5組
（事務所＆各支所）
映像切替システム　一式

概算費用
100,000千円以上
（施工方法により増）

20,000千円

光切断時の
サービスレベル

高画質の映像を全数配信可能
中画質の映像または準動画を１回線配
信可能
（配信映像は選択）

メリット
一方の光ルートが健全であればサービ
スレベルを維持できる

整備費用が安価
無線回線を利用するので信頼性が高い

デメリット
整備費用が高価
追加ルートも山間のため、相応のケーブ
ル切断リスクがある

配信映像が限定される

評価 × ○
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らうまく活用できたケースであるが，平常時から近隣の

アクセス道路や管理用道路を含めたダム関連施設の位置

関係を十分把握するとともに、被災時の相互協力につい

て自治体等と話し合うことが重要である． 

7. おわりに

 今回の出水対応では，過去最多の雨量により広範囲に

インフラ被災が発生する中で，通常と異なる条件でのダ

ム管理を行った．また，帰宅困難者の保護や迂回ルート

確保などの支援により，出水対応だけではないダムの役

割も明らかとなった．

 今回得られた経験や知見が一過性のものとならないよ

う，また必要に応じて他ダムでの参考事例となるよう積

極的に情報発信や共有を行っていくことが必要である．

 鬼怒川ダム統合管理事務所では，危機管理意識を高め

る手段の一つとして，平成28年2月に職員や支援員自ら

が想定リスクや対応策の洗い出し・討議を行うワークシ

ョップを開催した．参加者からは概ね好意的な感想が寄

せられており、情報共有や議論の場として定期的な開催

を検討していくこととしている．
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市町村との協働による

コンパクトシティに関する研究 

吉田 雄1・近藤 雅1・小林 航2

1秋田県 建設部 都市計画課 （〒010-8570 秋田県秋田市山王4-1-1）

2秋田県 山本地域振興局建設部 工務課 （〒016-0815 秋田県能代市御成町1-10）.

 今後の本格的な人口減少・高齢社会が到来する中、持続可能な都市（コンパクトシティ）を

実現するため、県と市町村職員が協働で、県内都市の現状把握と将来人口密度推計、ＤＩＤで

みる居住と関連性がある都市機能、先行している他都道府県の都市の取組等を研究している。

本稿は、こうした市町村との協働研究で明らかにした、全国的な地方都市の課題として指摘

されている項目についての県内都市の傾向と、居住を維持・誘導する上で有効であると考えら

れる都市機能等について報告する。

キーワード コンパクトシティ，まちづくり，県・市町村協働

1.  はじめに

 今後の本格的な人口減少・高齢社会が到来する中、各

都市においては、拡散した市街地を集約型の都市構造へ

と転換し、居住と経済活動の場として持続可能な都市

（コンパクトシティ）を実現することが求められている。

人口減少が急激に進行する本県においてもコンパクト

シティに向けた取組を進展させるため、都市計画を有す

る全市町村職員を対象に勉強会を実施し、各都市の現状

把握や将来人口密度推計等を踏まえた都市が抱える課題

等の整理・共有化を図っている。

また、コンパクトシティに向けた取組を具体化する

「立地適正化計画」の策定に意欲的な市町村職員を対象

に検討会・研究会を発足し、ＤＩＤでみる居住と関連性

がある都市機能や、先行している他都道府県の都市の取

組等、計画策定に向けたより具体的な研究を行っている。

課題解決に向けた取組方法については、市町村の意向

も踏まえ、勉強会と検討会・研究会のように対象を分け

ており、勉強会では都市のコンパクト化に向けた基礎作

りを行うことで全体的な底上げを図り、検討会・研究会

では参加都市の取組を加速・深化させるとともにその他

の都市への普及・拡大を図っている。

本稿では、こうした市町村との協働で取り組んだ研究

成果等について報告する。

2.  都市の現状把握と将来人口密度推計

(1) 全国的な地方都市の現状と課題

 国土交通省都市再生構築戦略検討委員会では、全国的

な地方都市の現状として、「市街地の低密度化」、「住

宅地等の外延化」、「中心市街地の空洞化」、「地方財

政の逼迫化」を指摘しており、この状況が続けば「まち

の衰退」に繋がると警鐘を鳴らしている。

(2) 県内都市の現状把握

県内の都市計画を有する全市町村職員を対象とした勉

強会の中で、指摘されている上記４項目について適合性

を検証した結果、同様の傾向が顕著に見られ、今後もそ

の傾向が進行すると推察される。以下に代表事例を示す。

a) 市街地の低密度化 

ＤＩＤ面積は人口減少が進んでいる現在においても拡

大している都市が多く、ＤＩＤ人口密度は県人口がピー

ク時期である昭和３０～４０年代を境に年々減少してお

図－１ 市街地の低密度化

羽後本荘駅

S35:DID地区

H22:DID地区

面積約３倍

人口約１．５倍

人口密度半減

出典：国土地理院HP

航空写真を加工 
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図－２ 住宅地等の外延化

り、すべての都市において低密度化が進行している。代

表事例として由利本荘市における昭和３５年と平成２２

年のＤＩＤ区域図を示す。（図－１参照）

b) 住宅地等の外延化 

近年、開発行為件数は減少しているものの、用途地域

縁辺部や用途地域外での開発等が顕著であり、住宅地等

の外延化が進行している。代表事例として大館市におけ

る近年の開発行為箇所図を示す。（図－２参照）

c) 中心市街地の空洞化 

県内の住宅ストック等の推移によると、全国の傾向と

同様に空き家数、空き家率が漸増しており、人口が集中

している市街地の空洞化が進行していると予想される。

代表事例として由利本荘市における危険な空き家等の状

況を示す。（図－３参照）

図－３ 中心市街地の空洞化

d) 地方財政の逼迫化 

県内市町村において、近年の人口１人当たり歳出額が

増加基調にあること、財政力指数が低下傾向にあること

から、財政の逼迫化が進んでいると考えられる。今後の

社会保障費及び社会インフラの維持管理費等の増加を考

慮すれば、一層の逼迫化が危惧される。

(3) 将来人口密度推計

国立社会保障・人口問題研究所が公表している将来人

口推計を踏まえ、各地区の人口減少率が均一と仮定した

２０年後（平成４７年）の人口密度推計を作成した結果、

中心市街地の空洞化が進行し、過去の２０年間とは比較

できないほど中心部の衰退が加速する可能性が推察され

る。代表事例として由利本荘市を示す。（図－４参照） 

図－４ 人口密度推計図

空き家等箇所

用途地域

羽後本荘駅

【 由利本荘市内の危険な空き家等箇所図 】

赤着色：４０人／ｈａ以上 

※各地区の人口減少率が均一と仮定

空洞化が顕著

羽後本荘駅
羽後本荘駅

Ｈ２２人口密度分布図 Ｈ４７人口密度分布推計図

開発箇所

用途地域

【用途地域の縁辺での開発】

出典：基礎調査資料
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3.  ＤＩＤでみる居住と関連性がある都市機能

(1) ＤＩＤ人口の変遷と行政区域人口の変遷

 「立地適正化計画」の策定に意欲的な市町村職員を対

象とした検討会・研究会の中で、ＤＩＤの変遷等につい

て研究した結果、県内各都市のＤＩＤ人口密度の低密度

化は進んでいるものの、その中でも昭和３５年からＤＩ

Ｄ人口が増加している都市と、減少している都市がある

ことが分かる。行政区域全体の人口変動をみると秋田市

以外は昭和３５年から減少しているが、ＤＩＤ人口が増

加しているグループは減少率が小さく、ＤＩＤ人口が減

少しているグループ減少率が大きいことから、ＤＩＤの

人口減少は行政区域全体の人口減少を加速していると推

察できる。（図－５参照） 

増田寛也氏著「地方消滅」では、人口流出回避のため

に都市や拠点に機能を集約して人の流れを止める「ダム 

機能」を構築することが大切だと主張しており、ＤＩＤ

（≒都市）を維持することが行政区域全体の人口流出に

歯止めをかける効果があると推察できる。 

(2) 居住と関連性がある都市機能

 国土交通省国土交通政策研究所で公表している「居住

地と居住形態の選択要因の把握を通じた多世代共存社会、

ストック循環型社会の形成に関する調査研究」によれば、

「生活しやすい立地条件」として、「通勤通学等」、及

び「買い物の利便性」、「日常的な医療サービス」や

「子育て環境」といった点が挙げられている。 

上記項目に関連する都市機能（平成２４年経済センサ

ス等より抽出）について、県内の都市特性が類似した６

市（核となる旧市がありＤＩＤを有する市）のＤＩＤで

比較すると、主要な交通手段が自動車であるため「公共

交通機能（通勤通学等）」は人口密度と相関性が見られ 

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22

【ＤＩＤ人口変動率（基準年：Ｓ３５）】

大館市

能代市

大仙市

由利本荘市

横手市

湯沢市

にかほ市

北秋田市

鹿角
市男鹿市 仙北市

秋田市

ＤＩＤ人口：増加

→行政区域人口減少率：小

ＤＩＤ人口：減少

→行政区域人口減少率：大

にかほ市

由利本荘市

大館市

大仙市
能代市
横手市

仙北市

湯沢市

男鹿市

鹿角市

北秋田市

図－５ ＤＩＤ人口と行政区域人口の変動率（基準年：昭和３５年） 

図－６ 県内６市のＤＩＤにおける都市機能密度と人口密度の関連性 
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なかったものの、「商業機能（買い物の利便性）」、

「医療機能（日常的な医療サービス）」、「子育て支援

機能（子育て環境等）」の都市機能は人口と相関性が見

てとれ、居住と関連性がある都市機能であると推察され

る。（図－６参照） 

4.  先行都市の取組

「立地適正化計画」策定に向けた取組が先行してい

る都市の取組について研究した結果、中心市街地や地域

拠点に不足する「商業機能」や「医療機能」、「子育て

支援機能」等を都市機能誘導施設として位置付けており、

このことからも居住人口を維持・誘導する上で有効な都

市機能であると推察される。

一方で、都市機能を維持するためにはその周辺に一

定の人口集積が不可欠であり、都市機能からの徒歩圏距

離を居住誘導区域として定め、現状の都市機能と居住の

負のスパイラルを好循環へ転換することを目指している。

（表－１、図－７参照） 

表－１ 立地適正化計画の取組が先行している都市の居住誘導

区域の考え方 

※新潟県見附市はH27.11時点の検討情報、熊本県熊本市は

H28.3時点の計画 

図－７ 都市機能と居住の相関図

5.  まとめ 

 全国的に地方都市が抱える課題として指摘されている

「市街地の低密度化」、「住宅地等の外延化」、「中心

市街地の空洞化」、「地方財政の逼迫化」は、本県でも

同様の傾向が顕著に見られ、また、将来人口密度推計の

結果、過去とは比較できないほど中心部の衰退が加速す

る可能性が推察される。

 ＤＩＤにおける都市機能密度と人口密度の関連性や、

先行都市の取組から、「商業機能（買い物等）」、「医

療機能（日常的な医療サービス）」、「子育て支援機能

（子育て環境）」等は、居住を維持・誘導する上で有効

な都市機能であると推察される。

 一方で、都市機能を維持するためにはその周辺に一定

の人口集積が不可欠であり、現状の都市機能と居住の負

のスパイラルを好循環へ転換する必要がある。

6.  今後に向けて 

 平成２７年１０月に策定された地方版総合戦略である

「あきた未来総合戦略」において、「都市のコンパクト

化の推進」を位置付けている。 

 それを受け、平成２８年度からは、検討会・研究会の

中で、モデル都市の都市構造分析と誘導方策等を検討し、

そのケーススタディを取りまとめた「秋田県立地適正化

計画策定ガイドライン」を作成することとしている。 

 また、市町村職員だけではなく、まちづくりに携わる

民間の方々に対象を拡大し、コンパクトなまちづくりに

関する講習会や、まちの賑わいづくりに関するワークシ

ョップを開催することとしており、官民協働で「都市の

コンパクト化とまちの賑わいづくり」の取組を進展させ

たい。 

参考文献 

1) 「国政調査」総務省統計局

2) 「都市計画基礎調査報告書」

3) 「市町村財政概要」県市町村課

4) 「H25.3 日本の地域別将来推計人口」国立社会保障・人口問

題研究

5) 「地方消滅」増田寛也

6) 「H26.5 居住地と居住形態の選択要因の把握を通じた多世代

共存社会、ストック循環型社会の形成に関する調査研究」

国土交通省国土交通政策研究所

7) 「H24経済センサス－活動調査」総務省統計局

8) 「H27.6 秋田県内幼稚園保育所一覧」秋田県教育庁幼保推進
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10) 「熊本市立地適正化計画」熊本市都市政策課. 

都市名 居住誘導区域の考え方 

新潟県 

見附市 

○都市機能誘導区域の外縁300m圏 

○路線・コミュニティバスの沿線300m圏 

○鉄道駅から500m圏 

熊本県 

熊本市 

○公共交通軸沿線 

・全ての鉄軌道(JR,市電,電鉄)から半径500m圏

・運行本数 75 本/日以上のバス路線から半径

300m圏 

利用者の減少

経営悪化

サービス

水準の 

低下 

負のスパイラル

利用者の 

維持・増加

経営安定

サービス 

水準の 

維持・向上

好循環

転換 

都市機能周辺

に人口を集積
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地域住民と協働する 
トキの野生復帰に向けた河川の自然再生 

 
 

山川 雄太郎1 
 

1新潟県佐渡地域振興局地域整備部 治水課 主任 （〒952－1555 佐渡市相川二町目浜町20-1） 

 

 佐渡島内を流れる天王川の流域にはトキ野生復帰ステーションが立地し，野生下のトキの個

体数も多い．天王川の自然再生を行うことで，より自然に近い多様なトキの採餌環境を創出す

ることを目指している．本論文では，学識者と地域住民との２つの会議で並行して，計画策定

から将来の維持管理までを検討するプロセスと，生物多様性に配慮した河川計画について紹介

し，他の河川環境事業の参考とするものである．  
 

キーワード 多自然川づくり，協働，トキ，生物多様性，自然再生 

 
 

1.  はじめに 

(1) 佐渡島の概要 
 佐渡島は新潟県西部に位置し，面積約855km2，海岸

線約281kmの離島であり，二級河川は145河川，総延長は

約377kmである．また，20～80万年前には本土と隔てら

れていて，日本の中でも地理的隔離が長く続いている島

の内のひとつであり1)，そのことから，動物相は貧弱に

（種類数が少なく）なっている2)． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-１．事業箇所 
 
(2) 計画の概要 
 平成15年3月に環境省は「環境再生ビジョン」を策定

し「2015年頃に小佐渡東部に60羽のトキを定着させる」

と目標を設定した．各分野においてもトキの野生復帰を

支援するため，平成16年1月に環境省，国土交通省，農

林水産省の連名で「トキ保護増殖事業計画」が変更され

た．平成17年3月に新潟県も「新潟県トキ野生復帰推進

計画」を策定している． 
 それらの計画を受け，新潟県佐渡地域振興局地域整備

部では，山岸哲 財団法人山階鳥類研究所長（当時）を

委員長として河川工学や生物学の学識経験者による「ト

キの野生復帰に向けた川づくり検討委員会」を開催し，

平成18年7月に川づくりの面からトキの野生復帰を支援

する「佐渡地域河川自然再生計画（以下，自然再生計

画）」を策定した．河川における生態系の多様性の保

全・再生・創出を目標として川づくりを推進していくこ

ととした． 
 自然再生計画では，あらかじめ定められた事業スケジ

ュールを重視するこれまでの事業の進め方とは違い，事

業実施による自然の反応をモニタリングし，その状況に

応じて計画の内容にフィードバックしながら，順応的に

見直し，段階的に事業を実施していくこととしている． 
 

2.  現在の状況 

(1) これまでの事業成果 
 自然再生計画では順応的・段階的な整備方針が示され，

対象河川では概ね１段階目の施工が実施済みである． 
 国府川では低水護岸が矢板護岸になっていることから

水際部の環境を改善するために，矢板護岸前面に寄石を

して水際部の多孔質化を行うとともに，笠コンクリート

を一部撤去し，高水敷を湿地化している． 
 大野川では河川改修事業の実施にあわせて多自然川づ
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くりの手法を用いて河川環境の改善を図っている． 
 久知川では既存の25か所の落差工によって縦断方向の

連続性が分断されていたため，そのうち落差の大きい16
基の落差工を全断面魚道に改築し，連続性を確保した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-1 国府川高水敷の湿地化 

 
 
 
 

図-2 国府川高水敷の湿地化箇所の断面 

 
 天王川では三面張り河道の底張りコンクリートを撤去

し河床を再自然化するとともに，落差工を解消した． 
 これらの河川では生物モニタリングの結果，生物の種

類数，個体数ともに増加した結果が出ている．生物の種

類数が少ない離島という条件から考えると，種類数の増

加は特に大きな効果だと評価している． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 国府川高水敷湿地化箇所の生物モニタリング結果 

 
(2) 放鳥後のトキの現況について 
 平成20年以降，環境省によりトキの自然放鳥が行われ

ており，平成28年9月現在で野生下の個体の総数は200羽
程度となっている．3) 
 現在，トキは佐渡島内で主に水田を餌場にしているこ

とから，農業者は島内全域で農薬と化学肥料の使用量を

従来の５割減にして耕作している．しかし，水稲の丈が

トキの体高より高くなる夏期や，積雪のある冬期など，

季節的に水田を餌場にし難い期間があることが分かって

きた．野生下のトキの個体数が増えるにつれて，より多

様な餌場環境の確保が課題となってきている． 
 このような中，河川の営力により植生が低く抑えられ

る水際部や寄州などが，季節の影響を受けにくい餌場と

して，河川に求められる役割が大きくなっている． 
 
(3) 次段階への事業展開 
 放鳥後の状況の変化に対して，段階的・順応的な計画

を立てていたため，河川事業は柔軟に対応することが可

能であった．段階整備の１段階目まで完了していた計画

対象河川において，次段階への展開を検討した． 
 計画対象河川のうち，天王川は流域にトキ野生復帰ス

テーションが立地し，周辺に生息するトキの個体数が多

いことから2)，河川だけでなく天王川流域全体を意識し

て事業を次段階へ進めることとした． 
 

3.  天王川中流域での事業展開 

(1) 天王川について 

 天王川は小佐渡丘陵北西部に源を発し，国仲平野東縁

の洪積台地間の水田地帯を北に流下し汽水湖の加茂湖に

注ぐ，河川延長約4.9km，流域面積約7.6km2の二級河川

である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 天王川流域図 

 

 河川延長の4,900mが掘込河道であり，上流約2,400mが

セグメントM，中流約1,500m間がセグメント1になってお

り，昭和50年代以降にコンクリート三面張に改修されて

いる．また，下流1,000m間がセグメント2で昭和40年代

●事業箇所

●トキ野生復帰ステーション

加茂湖 

施工前 施工後
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にコンクリート護岸（二面張り）で改修されており，計

画流量規模は概ね1/5確率になっている． 

 流域の土地利用は山間部は森林で全体の約66%，平野

部は水田で全体の約29%，その他が宅地などになってい

る．また，天王川の一部区間にはホタルが自生し地元団

体が保護活動を行っている．下流の加茂湖では内水面漁

協によりカキの養殖が行われている． 

 

 (2) 天王川の環境整備方針 
 天王川流域では，地域住民により水田ビオトープが良

好に管理されている一方で，耕作放棄地が散見される．

耕作放棄地を利用して河道を広げ，流速を落とすことで

コンクリート護岸を土羽護岸に改築するともに，広げた

河道空間にトキの餌場となる湿地を形成することとした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-2 天王川中流域 事業箇所 

 
(3) アドバイザリー会議 

 事業の展開に際し「順応的・段階的な取り組み」を踏

まえて，事業の推進とそこから生じる様々な課題と，そ

れに対する解決方法を専門的見地から検討し助言を頂く

ことを目的に「トキの野生復帰に向けた川づくりアドバ

イザリー会議（以下アドバイザリー会議）」を開催して

いる．構成員は表-1の6名に依頼しており，平成19年以

降現在までに10回開催している． 

 

表-1 アドバイザリー会議構成員 

天野 邦彦 国交省 国土技術政策総合研究所 河川研究部長 

大場 信義 大場蛍研究所 所長 

尾崎 清明 公益財団法人 山階鳥類研究所 副所長 

島谷 幸宏 九州大学 大学院工学研究院 教授 

関島 恒夫 新潟大学 農学部生産環境科学科 教授 (座長) 

陸 旻皎 長岡技術科学大学 環境・建設系 教授 

所属は平成28年9月時点，五十音順，敬称略 

 

(3) 座談会 

 自然再生計画では地域住民とのパートナーシップによ

り地域全体での取り組みを行うこととしている．地域住

民に様々な価値観があることを前提に，①地域との情報

の共有，②計画・設計・施工段階での意見交換，③モニ

タリングや維持管理での役割分担などについて，手順を

踏んで議論し実践するプロセスが重要だと規定している．

このプロセスを経てはじめて地域合意が形成され，活動

への積極的・自主的な参加につながることになるという

考え方である． 

 このような考え方に基づき，地域住民による「トキと

人の共生を目指した水辺づくり座談会（以下，座談会）」

を開催している．佐渡の文化や住民性を考慮した名称と

している．参加者は自由参加で，河川や環境に興味・関

心のある方が多く集まり，自由な意見を出し合ってきた． 

 進行役を平成19年から平成22年まで桑子敏夫 東京工

業大学大学院 教授（当時），平成23年以降は関島恒夫 

新潟大学農学部生産環境科学科 教授が務め，平成19年

以降現在までに14回開催し，合意形成を図っている． 

 

(4) 会議の位置づけ 

 アドバイザリー会議と座談会は上下の関係性ではなく

並列で，互いに車の両輪のように機能し，それぞれの会

議で出た意見は次の互いの会議で紹介され取り入れられ

ることを繰り返しながら進めている．２つの会議の意見

を尊重し，県は事業の実施や設計に反映させている． 

 

4. 合意形成について 

(1) 合意形成手法の導入 

 事業当初は県も前例のない事業のためノウハウもなく，

放鳥前ということもあり住民も河川環境に対する意識は

高くなかった．このような状況で合意形成の手法として，

「県が計画を説明して住民に納得してもらう」という従

来の手法ではうまくいかないことが予想された． 

 このため，桑子教授に座談会の進行役を依頼した．合

意形成は学問的に様々な手法が存在するが，桑子教授が

得意とする哲学的な手法を用い，事業に対する参加者の

意識の啓発を行いながら合意形成を図ることで，多くの

意見が出され，活発な議論が行われた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 座談会開催風景 

 

(2) 問題の発生 

 このような体制で事業の推進を図ってきたが，平成26

年頃には地域との合意形成の場である座談会がうまく進

まなくなり，事業の進捗が停滞してしまった． 
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 問題として，ひとつは，河川環境整備の計画内容や維

持管理の手法に対する思いや認識について，県と参加者

の間にギャップが生じてきたこと．ふたつめとして，参

加者から出た自由な意見を現実的な計画に反映しきれず，

問題の解決のために参加者に納得してもらえるような解

決策の提案を県が行えなかったことなどがあったと考え

られる． 

 具体的な意見や，対応策が参加者と県のお互いから出

ない中，座談会の開催頻度が減少していった．議論する

プロセスを経て合意が形成されるという考え方からする

と，議論が進展しないことも問題だが，開催頻度が減っ

ていったことの方が大きな問題だったと考えている． 

 
(3) 問題の解決に向けて 

 座談会は参加者は自由参加で，毎回の議論のテーマは

決めているものの，県は基になる案は提案していなかっ

た．参加者の自由な発想から出された意見に対して参加

者同士で検討していく中で，意見が洗練されていき，座

談会としての結論が出るころには，参加者の河川環境に

対する意識が自然と育まれ向上している，というような

手法を採っていた． 

 この手法は事業の初期段階では効果を発揮し，地域住

民の意識の向上に大いに効果を発揮したと考えている．

しかし，事業が進捗し，詳細設計や現場施工を目前にし

た段階になると，前述のような問題が生じ，計画が具体

化していかなかった．このため，合意形成の手法を転換

することで，より具体的・建設的な意見交換ができる場

をつくることとした． 

 

(4) 問題の解決手法の検討 

 課題の解決に向けた手法を考える際に，合意形成手法

の転換以外に，地域住民の興味の低下により議論が捗ら

ないことも考えられた．実際，佐渡市などが整備したビ

オトープでは維持管理が継続して行われず，トキの餌場

としての役割が十分果たせなくなっている箇所が島内で

多く見られる．自然放鳥が進み，佐渡島内の一部地区で

はトキが珍しくない鳥になってしまった今，ビオトープ

などの維持管理に向ける地域住民の意識は放鳥前後と比

べて高くなくなってきている． 

 しかし一方では，平成26年度に事業再評価を行った際

に仮想市場法（CVM）調査を実施し，島内全域の世帯に

対して支払意志額をアンケートにより計測した．その結

果，支払意志額が高く，費用対効果（B/C）は3.3であっ

た．このことから河川事業に対しては地域住民の興味・

関心はあるものと考えられ，合意形成の手法を転換する

ことで継続することとした． 

 

(5) 合意形成手法の転換と成果 

 参加者が自由でかつ，自由な意見を言える座談会は良

い場であり，その長所は活かしたままにするため，座談

会の下部組織になる「天王川自然再生ワーキンググルー

プ（以下，ワーキンググループ）」を立ち上げ，議論を

進めることにした． 

 地域の意見を反映できるように様々な立場の方に声を

かけ，有志から参集を得た．構成員は地元区長，地域の

NPOなどの各団体，小学校，環境省，佐渡市，新潟県を

メンバーとして，傍聴も可能とした． 

 毎回，県から基になる計画案を提示し，メンバーから

自由な意見を出してもらい，県は次回までにその意見を

計画に反映させ，また基になる案として提示する，とい

うことを繰り返した．また，河川環境や魚類の専門家に

講演をお願いした回もあり，講師と意見交換をすること

でメンバーの自然再生への理解も深まった． 

 合意形成の手法を事業の展開に応じて転換することで，

議論も進み平成27年度以降10回開催し，地域の意見をよ

り具体化して反映させることができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 ワーキンググループ開催風景 

5. 河川のレイアウトと環境要素 

(1) 各種調査 

水質調査(13項目)，水位観測による水文調査，ボーリン

グとサンプリングによる土質調査，生物モニタリング，

流水中の浮遊砂量の各種の事前調査を行っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 計画箇所の航空写真 

 

(2) 基本的なレイアウトの決定 

 河川諸元や調査結果，地域住民の意見を基に，以下の

(3)から(8)で述べる必要とされる環境要素を踏まえて，

基本的なレイアウトを決定した． 

 

(3) 湿地・池の配置 

 トキの主な餌場になる水深10cm前後の湿地を上流側の
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左右岸に配置し，水深50cm程度の池を下流側に配置した．

トキの主な餌生物であるドジョウが産卵時に上流の湿地

へ移動する生態を考慮したものである．また，川と湿地，

川と池，湿地と池というそれぞれ異なる環境同士を互い

に連続させ，多様な生物の生息・移動環境を確保した． 

 

(4) 池の配置 

 土羽護岸になることに対して，加茂湖の漁業者から濁

水の懸念が示された．カキの稚貝の生育環境を考慮する

と，粒径1mm以下の浮遊砂が生育の支障であり，掃流砂

が加茂湖へ流入するのは大きな問題ではないことから，

浮遊砂を捕捉するため，沈砂池的な機能を必要とした． 

 

(5) 低水路の配置 

 昭和22年の航空写真は既に河川の1次改修後であった

ために周辺地形を参考にした．左右岸の山の地形に沿い

左右へ蛇行していたと考え，左岸側を山付きにすること

で日射も遮断し，生物の生息・移動環境も確保した． 

 

(6) リター供給量と日射遮断機能 

 河畔樹林による日射の遮断により水生植物による光合

成の他に河川外からの有機物の供給が多くなる．河道内

への落葉が底生生物の餌になり，秋から春にかけて供給

量が多くなる．また，落下昆虫は魚類の餌になり，その

供給量は夏に最大になる．このリター供給量（有機物の

供給量）が河道内の生物多様性に大きく作用する． 

 また，流域が小さく水量が少ないため，左岸側（西側）

の自然斜面を用いて水面を日陰にすることで夏季に水温

が高くなることを防ぐと共に，一様でない日照環境を創

出することで多様な生物の生息環境を創出する． 

 

(7) ホタルの生息範囲の拡大 

 下流の河道内に自生するホタルの生息環境と同じ条件

を設計箇所にも設けることとした．山付きにしてリター

供給と日射の調整を行うことで，ホタルの餌生物のカワ

ニナの餌になる藻の繁殖と，ホタルの産卵環境になる日

陰の河岸のコケの生育環境を両立した．ホタルが自生で

きる河川環境を用意することで，ホタルの生息範囲が拡

大していくことを期待する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 ワーキング検討後のレイアウト修正案 

(8) 河川管理用通路の配置 

 通常，河川管理用通路は河川の両岸に3mずつ確保され

ることが多いが，河道と周辺環境との分断を生じさせる

ため右岸の片側のみに配置することとした． 

 

6. 河川の詳細設計 

(1) 求める環境の実現に向けて 

 必要とされる環境要素とレイアウトを実現するための

水理条件について検討を進めた． 

 

(2) 川幅水深比と掃流力の設定 

 天王川の流量は少なく，平水流量はQ=0.25m3/sである．

川の営力を確保しつつ河道内の空間を最大にするため川

幅水深比を3にした上で，低々水路（みお筋）を設定し

た．同時に掃流力の確認も行い4)，平均年最大流量

Q=5.0m3/s時の無次元掃流力は ∗ = 0.051 > 0.050 で
あり，このとき単列砂州（交互砂州）が形成され，年平

均最大流量より大きい流量の場合，砂州は形成されず攪

乱が起こる． 
 これにより河床材料を常に動かしつつ，攪乱を受けや

すい寄州を河道内に形成することができる． 

 

(3) 年間20～30回の氾濫による攪乱効果 

 河川の営力を用いて攪乱を起こすことで湿地環境を確

保し，水生生物の生息環境の確保，植物繁茂の抑制，陸

生遷移を防ぎ外来種の侵入を防止する．このため年20～

30回程度，河道から湿地へ河川水を氾濫させることとし

て，低々水路（みお筋）の流量をQ=0.5m3/sとした．ま

た，上流の湿地では河道は自由に動くことを許容する． 

 

(4) 河床材料の設定 

 土質調査より計画河床高の土質は平均粒径d=0.25mm前

後の砂質土であるが，天王川の上下流の現況の河床材料

はD60=58mmの礫である．上流には土砂供給を阻害する横

断構造物がないため，長期間の河川の作用で河床材料は

同様に再生・形成されるが，下流への濁水対策のため自

然の河床形成を待てないことから平均粒径D60=58mm前後

の河床材料を計画河床に敷設することとした． 

 

(5) 不等流計算による水理条件の確認 

 拡幅した河道内の水理諸元を不等流計算によって確認

した．特に河道と池で分流する箇所では，合流点での出

発水位を等しくし，分流個所の水位が等しくなるまで分

流の比率を変えて複数回トライアル計算を行った．これ

により，河道と池の分流量に加え，流速，水面形を求め

ることができた．池への分流量が分かることで，沈砂池

の計算を用いて土砂の補足量を算出した． 

 また，不等流計算によって調整池の効果についても算

出でき，1/3確率雨量時に流量で1.0m3/s(7.0%)，水位で
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7.0cm(4.2%)低減させることができた．これは同じく新

潟県が施工した刈谷田川遊水地（流量の10.3%，水位を

3.7%低減）と同等の割合の効果を発揮することが分かり

副次的に遊水地的な機能も有することが分かった． 

 

(6) 成果 
 ワーキンググループで検討を重ね，座談会やアドバイ

ザーからの意見を反映して設計を進めることができた． 

写真-5は現況の航空写真図であり，ワーキンググループ

での検討により，図-5のレイアウト修正案が完成し，座

談会で地域の合意を得た．その後，アドバイザリー会議

を経て，得られた意見を基に計画平面図に描き起こした

ものが図-6であり，一連の取り組みの成果となった． 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 設計平面図 

 

6. まとめ 

(1) 考察 

 この天王川の自然再生事業は河川だけでなく，周辺環

境も含む流域全体を考慮した計画になっており，他に事

例の少ないことであると思う．さらに，他の環境整備事

業では生物の指標を１種類程度で評価している事業が多

いと思われるが，トキの餌生物全般を対象とし，生物多

様性を創出しようとしている点も特長だと考えている． 

 順応的・段階的な整備方針に加え，地域住民とのパー

トナーシップにより地域全体で議論し実践するプロセス

が重要だと考えている．これを計画段階から実践してき

たが，議論を重ねるたびに地域住民の理解が深まってい

くことを感じた．また，県の柔軟な姿勢や意見に耳を傾

ける努力に対して，地域住民から好評をいただくことも

あった．今回，設計を進めることができたが，それ以上

に地域との信頼関係を築けたことが成果と言えるのでは

ないかと感じている． 

 このまま地域との話し合いを続けていくことで，今後

生じるであろう維持管理や利活用の問題も解決していき

たいと考えている．事業のために始めた合意形成ではあ

るが，この取り組みが地域づくりや地方創生のような大

きな流れにつながっていけたらと思う． 

 なお，本稿で紹介した取り組みが多自然川づくりや自

然再生事業にとってのモデル的な事業になり，今後，他

の河川で展開される事業の参考となれば幸いである． 

 

(2) 維持管理への展開 

 本稿で述べた設計を基に，今秋から現場施工に着手す

る予定としている．それと並行して，地域との話し合い

は維持管理の段階へと進んでいる．計画個所は完成後に

は，河川管理者による通常の維持管理に加えて，地域住

民による利活用や維持管理を想定している． 

 すでに地元団体による河川内の生物調査などが行われ

ており，利活用の面では一歩進んでいる部分もある．今

後は，地元団体が主体的に携わる維持管理の枠組みづく

りを検討しており，企業CSRの導入の検討や，県と地元

企業が協働してヒツジを用いた除草の実証実験なども行

っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 ヒツジによる除草の実証実験 

 

(3) 最後に 

 今回，専門家や地域住民の皆さんから多くの意見やご

協力を頂いて天王川中流域の設計を進めることができた．

これについて謝意を表したい． 

 最近では事業について，新潟日報5)や読売新聞6)，日経

コンストラクション7)でも取り上げられ，注目を集め始

めている．今後はできるだけ早く現場を形にして，一日

も早くトキが舞う河川にしていきたい．その頃には全国

から佐渡に観光客を集め，かつ地域住民が地元に誇りを

持てるようになるための重要な場として機能する事を切

に願っている． 

 

付録： 

天王川の自然再生についての事業紹介－新潟県佐渡地域振興局

地域整備部ホームページ

http://www.pref.niigata.lg.jp/sado_seibi/1222192933458.html 
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訪日外国人旅行者からみる「関西」の地域観光 
～「ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）」から探る意識分析～ 
 
 

柳川 雄司 
 
 

近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 工務課 （〒518-0723 三重県名張市木屋町812-1） 

 

日本を訪れる外国人旅行者の観光を「地方創生」へ繋げていくうえで，早急な受入環境整備

が望まれているところである． 

外国人旅行者が実際に日本を訪れた際に感じたニーズを精度よく把握することが，今後の整

備における重要な情報となる． 

本研究は，日本に訪れた外国人旅行者の受入環境整備に対するニーズを把握するため，ＳＮ

Ｓ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用し，集約された現場での「つぶやき」

から，今後の受入環境整備にむけた取組について考察するものである． 
 

キーワード 観光，地域活性化，ＳＮＳ分析  
 
1.  はじめに 
 
 日本を訪れる外国人旅行者は，かつてないペース

で増加しており，2015年の訪日外国人旅行者数は約

1973万人となった．「明日の日本を支える観光ビジョ

ン－世界が訪れたくなる日本へ－」において，政府

は，目標としていた2020年2000万人を4000万人とした

ところである．増加する外国人旅行者の観光を「地

方創生」へ繋げていくうえでは，「すべての旅行者

が，ストレスなく快適に観光を満喫できる環境」に

していく事が重要であり，受入環境整備の早急な対

応が望まれるところである． 

受入環境整備を実施していくうえで，外国人旅行

者が実際に日本を訪れた際に感じたニーズを把握し，

対応していくことが施策の核心となってくることか

ら，いかに外国人旅行者の「生の声」を集約し，情

報の精度を保つ調査ができるかが鍵となる． 

本研究は，ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）で発信されている観光に関する「つ

ぶやき」を集め，外国人旅行者のニーズを把握する

ことで，今後の受入環境整備にむけた取組を考察す

る． 

 
2.  外国人旅行者の「つぶやき」集約 
 
 (1)   調査対象国，言語の抽出 

 「つぶやき」を効率的に集約するため，調査対象国

を選定することとした． 
選定においては，近畿圏の「地方創生」を見据え，

近畿圏に宿泊する上位国を対象とした． 
近畿圏の外国人宿泊者数は近年急速に伸びており，

中でも中華圏（台湾，中国，香港）の伸びは特に高い．

また，アメリカ，オーストラリア国籍の宿泊者数も多

いことから，言語の抽出は「中国語」「韓国語」「英

語」で発信される「つぶやき」を主な調査対象とした． 
 

 
図-1 近畿圏国籍別宿泊者数（上位10カ国）

1)
 

別紙―２ 
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(2)   ＳＮＳの選定 
ＳＮＳには，日本国内で利用の多い「ＬＩＮＥ」

「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」「Ｔｗｉｔｔｅｒ」等，様々

なツールがある．「つぶやき」を効率的に集約する

ため，調査対象国におけるＳＮＳ利用シェアの高い

ツールを整理した． 
結果，主に「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」「Ｔｗｉｔｔｅ

ｒ」が各国で利用シェアが高い．しかし，「中国」

においては，「Ｗｅｉｂｏ」をはじめとする独自の

ＳＮＳが利用されている． 
このうち，「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」は，第三者が情

報を取得することが不可能であることから，本研究

においては，「Ｔｗｉｔｔｅｒ」及び「Ｗｅｉｂ

ｏ」を対象とした． 

 

 

図-2 各国におけるＳＮＳ利用シェア 

（上から中国，アメリカ，韓国）
2)
 

表-1 取得データ内容

 

 

３. 外国人旅行者の「つぶやき」分析 
 
 (1)   位置情報分析（観光客の動線解析） 
「Ｔｗｉｔｔｅｒ」のデータに付随する位置情報

から，外国人観光客がどのような動線を描いている

かを把握し，周遊状況として可視化し，そこから得

られる情報について分析，整理を行った． 
a) 外国人観光客の抽出 
 「Ｔｗｉｔｔｅｒ」の全データには，日本に在住

している外国人も多く含まれているため，外国人観

光客を抽出するためにはフィルタリング処理する必

要がある． 

フィルタリング処理は，ユーザーのアカウント毎に

近畿圏範囲内で「つぶやき」の開始及び終了時刻を

検出し，開始時刻と終了時刻を近畿圏に「入った時

刻」と「離脱した時刻」と想定，この期間が3ヶ月以

内のものを外国人観光客（近畿圏への短期滞在者）

と想定し抽出対象とした．また，「つぶやき」の言

語設定は英語だが，ユーザー設定が日本語になって

いる場合等，英語を利用する日本在住者と考えられ

るデータは対象から除外した． 

フィルタリング処理された「つぶやき」の位置（プ

ロット）は以下の通りとなった． 

 

図-3 「つぶやき」の位置（フィルタリング処理後） 
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b) 外国人観光客の動線分析 
 次にフィルタリング処理をした外国人観光客の

「つぶやき」位置を「点」とし，「つぶやき」位置

を結ぶことで，動線及び行動圏を「線」とすること

で可視化した． 

この結果，「英語」でつぶやいている観光客の行

動圏が，「中国語」「韓国語」でつぶやいている観

光客よりも広いことがわかる． 

「英語」でつぶやいている観光客の一部が「リピ

ーター」となり，個人旅行による行動圏の広がりが

表れているものと考えられる． 

 

図-4 外国人観光客の言語別行動圏 

（赤色：中国語，青色：韓国語，緑色：英語） 

 

(2)   テキスト分析（「つぶやき」による意識調査） 
「Ｔｗｉｔｔｅｒ」及び「Ｗｅｉｂｏ」のつぶや

きから，近畿圏を訪れる外国人観光客の観光やイン

フラ整備に関する関心等について分析，整理を行っ

た． 

a) 調査キーワードの設定 
 外国人旅行者の観光を「地方創生」へ繋げていく

事を念頭に，観光に関するインフラ整備について外

国人旅行者が現場でどのように感じているかを把握

するため，調査キーワードを以下の通り設定した． 

表-2 調査キーワード 

 

 
b) キーワードによる検索結果 
 調査キーワードによる検索により「中国語」2505件，

「韓国語」1780件，「英語」4266件の「つぶやき」を

最終的に抽出し，「肯定的なつぶやき」と「否定的

なつぶやき」として整理した． 

「宿泊」をキーワードとした検索では，ホテル・

旅館に関しては，接客・サービスが良い，設備・備

品が充実しているなどの肯定的な書き込みが大部分

であり，場所が分かりづらい，値段が高いなどの否

定的な書き込みもあるが，頻度は少ない． 

「道路・高速道路・駐車場」をキーワードとした

検索では，渋滞や駐車場の空きがないなどの否定的

な書き込みが多い．また，関心があまり持たれてい

ないのか「つぶやき」も少ない． 

「鉄道・駅」をキーワードとした検索では，観光

や買い物で利用，割安なパス，風景や電車デザイン，

車内設備，分かりやすい案内表示などを評価する書

き込みが多く，旅行の重要な交通手段として活用さ

れている．また，否定的な書き込みとしては，路線

や駅構内の複雑さ，切符購入の複雑さなどに関する

ものが多く，迷う，乗り換えを間違えるなどの「つ

ぶやき」が多くみられた． 

表-3 抽出した「つぶやき」の例 

キーワード 言語 翻訳

中国語 多次在大阪站下邊的地下通道迷路，簡直是蟻穴⋯

日本語
（翻訳）

大阪の地下通路で何度も迷っている、まるで蟻の巣みたい…

韓国語 고속도로 휴게소 퀄리티 ㅋㅋㅋㅋㅋ

日本語
（翻訳）

高速道路のサービスエリアのクオリティ。フフフ。

英語
Best Japanese loo so far... As well as all the other new fangled stuff, on this one the lid
opened by itself when I walked in the room!

日本語
（翻訳）

日本のトイレの中でも最高。いろんな最新機能あるけど、これは自動でふたが開いた！

鉄道関係

道路関係

トイレ

 

 

表-4 検索結果整理（抜粋） 

キーワード 肯定的なつぶやき 否定的なつぶやき

宿泊

・接客・サービス・雰囲気が良い。
・設備・備品が充実している。
・温泉が良い。
・初めて浴衣を着た。
・景色・夜景・庭がきれい。
・レンタサイクルが利用できる。
・送迎バスがある。

・場所が分かりづらい。
・値段が高い。
・部屋が狭い。
・言葉が分からない。
・浴衣のサイズがない。

道路
・道が清潔
・サービスエリアのトイレがきれい。

・高速道路が渋滞。
・道路が滑りやすい。
・サービスエリアのごみ分別が複雑。
・有料駐車場の空きがない。

鉄道

・地下鉄に乗って観光、買い物。
・JRパスが便利。
・１日乗車券が便利。
・電車からの風景が良い。
・車両デザインが楽しい・可愛い。
・新幹線は速い。
・女性専用車両が良い。
・車内でWIFIが使える。
・座席暖房が良い。
・座席が回転でき向かい合わせになる。
・折り畳みテーブルが便利。
・指定席の表示は分かりやすい。
・忘れ物が返ってきた。

・路線が多く複雑、分かりにくい。
・切り離し時の車両の行き先が分からない。
・切符が難しい
・事故により遅れている
・電車が混雑している。（通勤等）
・新幹線の料金が高い。
・座席が狭い。
・暖房が温かすぎる。

駅

・案内サインは分かりやすい、ゆっくりたどれば
分かる、中国語表記もある。
・停車駅表示が分かりやすい。
・主要駅では中国語のアナウンスがある。
・新幹線駅の乗り換えが便利。
・トイレがきれい。
・駅デザインが良い。（京都駅の階段・眺望・ラ
イトアップ、白浜駅）

・駅構内が広い、複雑、乗り入れ路線が多い、出
入口が分かりにくい。（特に主要駅）
・言葉が通じない。
・乗り換えが分かりづらい。（切符を買い間違え
た、乗り間違えた）
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４. ＳＮＳの情報から得られた現状と課題 
 
 (1)   位置情報分析からの現状と課題 
近畿圏における訪日外国人旅行者の滞在エリアは，

大阪，京都が中心である．特に，「中国語」ユーザ

ーは大阪，京都へのみ来訪する傾向が強い．「英

語」ユーザーは，近畿圏の広範囲なエリアで滞在し

ている． 
広範囲なエリアで滞在しているのは，主に「リピ

ーター」であることから，「中国語」「韓国語」ユ

ーザーといったアジアからの「リピーター」を今後，

確保するため，地方への誘導や移動手段の確保等の

工夫が必要となってくる． 
 
(2)   テキスト分析からの現状と課題 
ＳＮＳによる「つぶやき」が投稿されるのも，移動

時における位置や方向を確認するのも，そのほとん

どが「スマートフォン」を用いている．このことか

ら，「スマートフォンの動作環境（Ｗｉ-Ｆｉの受信

エリア）」に関する快適性について不満を持ってい

る外国人観光客が多く，フリーで利用できるＷｉ-Ｆ
ｉ受信エリアの拡充等が求められる．また，近畿圏

では大阪を中心に都市機能の発達による利便性の高

さなどは評価される一方で，電車の乗り換えの複雑

さや，地下街をはじめとする歩道上における方角の

不明瞭さについて，不満に思っている外国人観光客

も多いことから，サインや案内板の工夫が必要とな

ってくる． 

 
５. 今後の受入環境整備にむけた取組 
 
 (1)   地方への誘導方策と受入環境の充実 
a)スマートフォンの活用による環境整備 
スマートフォンが快適に繋がるとともに，わかり

やすい外国人旅行者向けパンフレットとスマートフ

ォンアプリの連携による旅行者の位置や方向の確認，

情報取得を可能とするため，地方都市におけるフリ

ーＷｉ-Ｆｉスポットの拡充やアプリでのＰＲが必要

である． 
 

b)レンタカー利用客に「やさしい」標識の設置 
今後は，中国，韓国といったアジアの「リピータ

ー」は，団体旅行から個人旅行へシフトしていく事

が予想され，「リピーター」を地方へ誘導するため

に，レンタカー利用の拡充が必要となる．レンタカ

ーを利用する外国人旅行者が，目的地まで快適にた

どり着けるよう，道路案内標識における名称の統一

化，表示板に方位表示を入れる等の工夫が必要であ

る． 

 

写真-1 方位表示を入れた案内標識例 

  
(2)   潜在的な「近畿圏の魅力」をもっとＰＲ 
a)個人旅行でしか味わえない観光資源のＰＲ 
団体旅行の外国人旅行者には伝え切れていない日

本文化は数多くある．今後，個人旅行へシフトする

にあたり，個人でしか味わえないような潜在的な観

光資源を発掘し，その魅力を全面的にＰＲしていく

事が地方都市への誘導に必要である． 

【個人旅行で味わう観光資源例】 

・ご当地グルメや大食い大会等，食のイベント 

・夜店，銭湯，打ち水等，普段の生活 

・ゆるキャラ，メイド喫茶，アニメ聖地等の文化 

 

写真-2 食に関するイベント（B-1グランプリin名張） 

 
b)「意外なモノに興味を示す」外国人旅行者へのＰＲ 
集約した「つぶやき」から，訪日外国人旅行者が

日本に住んでいる者には考えつかない意外なモノに

興味を示していることが分かってくる． 

例えば，トイレである．公衆トイレの綺麗さの他

に便座の自動開閉，ヒーター，ウォシュレット等の

システムに感動されていたり,高いクオリティの製品

に対する価格に対する感動も多くあった. 

このような，意外なものへの興味を示すことを把

握することで，潜在的な資源の発掘に期待できる． 

【外国人旅行者が興味を示す以外なものの例】 

・カプセルホテル 

・100円ショップ 
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c)観光資源としての潜在的なスポットを発掘 
観光とは全く異なる目的で造られた構造物が観光

スポットなってきている等，日本国内の観光資源の

発掘も話題となっており，今後，訪日外国人旅行者

が集まることが期待されるため，ＰＲが重要となる． 

 

写真-3 観光スポットになりつつある公共構造物 

（首都圏外郭放水路） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６. おわりに 
今回，一定の期間で入手したＳＮＳデータから，

日本に訪れた外国人観光客の意識を分析し，今後の

受入環境整備の方向性について考察した． 
今後は，季節毎のニーズ，地域毎のニーズ等，情

報量を増やすとともに，行動圏については，移動手

段を把握していく等，分析の精度をあげ，外国人観

光客の受入環境整備に対するニーズを更に正確に把

握することが求められる． 
本研究が，日本を訪れる外国人旅行者の観光を

「地方創生」へ繋げていくうえでの一助となれば幸

いである． 
 
※本論文の内容は，柳川の従前の所属である企画部

広域計画課における業務に基づくものである． 
 

参考文献 
1) 観光庁：宿泊旅行統計調査 
2) 出典：We Are Social（Digital, Social & Mobile in 2015） 
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コガタノゲンゴロウと川づくり 
 

 

灘脇 篤郎・神田 学・馬越 唯斗 

 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 工務第一課 （〒682-0018 鳥取県倉吉市福庭町1-18） 

  倉吉河川国道事務所では、天神川水系の直轄管理区間の流下能力の向上を目的とした河床掘削などの河川工事を進めている。一方で、その河川工事箇所周辺には「鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例」における“特定希少野生動物”に指定され、捕獲や殺傷が禁止されている「コガタノゲンゴロウ」が生息している。コガタノゲンゴロウにとっては河川敷の水たまりなどが重要な生息環境となっており、事業を進めるにあたっては生息保護が必要である。 本論は、コガタノゲンゴロウの生息に配慮した河川事業の一施工例について報告するものである。 

 キーワード コガタノゲンゴロウ,保護・移植，代替地整備 
 

 

1.  はじめに  天神川水系は、上流からの大量の土石の流出、合流部の破堤などにより、度々水害が発生してきた。1544年の洪水以降、堤防の築造などの対策が行われてきたといわれており、明治以降も部分的な河川改修が行われていたが、ほとんどは従来の貧弱な堤防のままであったため、度々水害が発生していた。特に昭和9年の室戸台風では、流域の各所の堤防が決壊し多大な被害を被り、これを契機に、砂防事業や河川事業が直轄事業として始まった。  その一方、天神川水系では、平成14年に「鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例」に基づき、特定希少野生動植物に指定され、捕獲・殺傷等が禁止されている水生昆虫コガタノゲンゴロウ（図－1参照）を確認した。そのため、河川改修工事を進めるに当たって、本種の生息環境に配慮する必要がある。  本論では、コガタノゲンゴロウに配慮した河川事業の一施工例について報告するものである。 
 

 図－1 コガタノゲンゴロウ（平均体長26~27mm） 

 

 

2.  コガタノゲンゴロウの生態特性  コガタノゲンゴロウの繁殖地は主に水田で、水生植物の茎に産卵する。卵から孵化した幼虫は水田でオタマジャクシなどを捕食して成長する。蛹化は畦の土中で行われ、羽化後も水田で過ごし、9月頃の水田の水抜き後は越冬水域に移動し翌年の春までそこで過ごす（図－2参照）。越冬水域にはため池、河川の水たまり・ワンド等の止水域が選ばれる。堤内地のため池は天敵となるブラックバスの定着等により、越冬水域としての“質”が低下している昨今、河川の越冬水域としての重要性が増している。 
 

 図－2 コガタノゲンゴロウの生活サイクル 

 

3.  河川事業における本種の保全に向けた課題 コガタノゲンゴロウは、天神川水系においては、平成
15年に実施された「河川水辺の国勢調査（魚介類・底生生物）」において、支川国府川の水たまりで初めて確認され、その生息が明らかとなった。河床掘削などの河川事業は本種の生息環境を奪うことになりかねず、加えて施工が非出水期である11月以降であり、本種が河川に生息する期間と重複する。流域住民の生命・財産を守る河川事業も不可避であるため、“河川事業”と“本種の保全”の両立が求められた。 しかしながら、本種の保全事例はなく、事業実施にあたっては、本種に配慮した河川事業の手法確立が課題となった。 
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4.  直轄管理区間における生息状況と保全方針  本種に配慮した河川事業に必要となる生息分布・越冬水域の環境条件等の基礎情報の収集を目的として、平成
18年度より表－1に示す生息状況調査を実施した。  その結果、天神川水系における本種の保全に係る基礎情報として、表－2に示す知見が得られた。  天神川水系直轄管理区間において、特に、河積確保のため広範囲に河床掘削が計画されている小鴨川において多数個体の生息が確認された。こうした本種の生息状況を踏まえて検討した結果、支川を中心に広く本種が越冬利用しているため、河川事業における越冬水域の改変に際しては保全措置が必要となり、「生息個体の保護・移植」並びに「代替地の整備」を行う方針とした。 表－1 生息状況調査の実施状況 年度 調査概要 

H18 ～ 

H19 

天神川水系における生息状況・環境把握 ・範囲：直轄管理区間（止水様環境35地点） ・時期：平成18年11月，平成19年5月，6月，7月， 

8月，10月及び12月 

H24 

平成23年9月出水による河川環境変化に伴う生息状況・環境変化の把握 ・範囲：小鴨川直轄管理区間（止水様環境18地点） ・時期：平成24年9月，10月 備考 

越冬水域の環境条件把握のため、大きさ・水深・水温・水の濁りの有無・底質・植生有無・堤内地の土地利用等を記録した環境カルテを地点ごとに作成。 
 

  写真-1 調査状況とコガタノゲンゴロウ越冬水域 表－2 生息状況調査結果の概要 生息状況 

・天神川水系直轄管理区間においては、支川小鴨川・国府川の河川敷を中心に越冬水域が分布する。 ・河川敷の越冬水域は、氾濫時の流路跡等の池・水たまりが多く、流路と連続するワンドも利用される。 ・堤内地に繁殖環境となる水田が広く分布する区間で越冬個体数が多い。 ・出水による水たまり・ワンド等の創出・消失により分布状況も変化するが、上記の傾向は変わらない。 ・繁殖確認は1例のみであり、河川は越冬場所としての利用がほとんどである。 越冬水域の特性 

・確認された水域の水深は10～70cm（水深30～40cm付近の確認数が多い）。 ・水の循環があり、濁りが少ない。 ・イネ科等の抽水植物帯がある（ただし、河岸の植物に水面が覆われると越冬個体数は減少）。 ・底質は泥や礫。 ・水温変化が小さく、冬季の最低水温が4℃以上。 

5.  河床整備事業における保護・移植  小鴨川の河積確保のため、平成23年度より実施している小鴨地区の河床掘削事業の平成25年度施工箇所に本種の越冬水域が存在したため（図－3参照）、保全措置として着工前に生息個体の保護・移植を実施した。移植先は工事の影響がない上流側の既知越冬水域のうち、比較的規模が大きい箇所を選定した。 

H25年度河床掘削箇所移植先移植先移植先移植先保護・移植保護・移植保護・移植保護・移植
移植先(大きさ：2×30m，水深：5-50cm) 移植元移植元移植元移植元

移植元
(大きさ：4×35m，水深：10-120cm)

 図－3 保護・移植位置図 

 

5－1 保護・移植の流れ  本種は、条例により殺傷が禁止されているため、捕り漏らしを防止する必要があった。また、堤内地（繁殖環境）から河川（越冬環境）への飛来は長期間に及ぶことも踏まえ、保護・移植事例はなく、確立された手法がないため、有識者との意見交換も交えながら、モニタリングにより移植後の移植先への定着・移植元への回帰状況を確認しつつ、複数回に分け順応的に保護・移植を行う計画とした（図－4参照）。 

 図－4 保護・移植のフロー 

 

5－2 保護・移植手法  保護は「タモ網・トラップによる捕獲」を基本とし、生息水域が干上がった際に飛び去る本種の生態を利用した手法「水抜きによる自主移動の誘発」も採用した。保護手法の概要を表－3に示す。 保護した個体は、泳ぎ疲れて弱ることのないよう、水を張り、捉まって休める礫・植物を配置した蓋付きバケツに入れて移植先へ搬送し、放流した。 
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表－3 保護手法の概要 保護手法 概   要 タモ網・ トラップによる捕獲 

・誘引物質を入れたカゴワナトラップとタモ網（トラップが使用できない浅場など）により生息個体を捕獲した。 ・カゴワナトラップは夕方設置し、翌朝回収した。 ・個体の一部については、移植先への定着状況を確認するため上翅にマーキングした。 
 

  
 水抜きによる自主移動の誘発 

・移植元に溜まった水をポンプによって排水し、干上がらせることで飛翔・移動を誘発した（下図参照）。 ・一昼夜干上がった状態で放置した後、湛水・再移入防止のため埋め立てた。 

 

 

5－3 保護・移植結果 

(1) 保護・移植個体数  保護・移植調査により計2,356個体（うちトラップによる捕獲が1,268個体）を保護し、移植先へ放流した。各調査日における保護・移植個体数を表－4に示す。 
 表－4 保護・移植個体数 調査内容 調査日(H25年) 保護・移植個体数 ①保護・移植調査 

1回目 9/30～10/1 983 

1,519 10/1～10/2 396 

10/2～10/3 140 ②補足調査注1 （ﾓﾆﾀﾘﾝｸ゙ 1回目） 10/17～10/18 408 408 ③保護・移植調査 
2回目 11/6 300 

429 
11/9 129 合計保護・移植個体数 2,356注2 注1)  移植元への移植先からの回帰及び新規移入状況確認のため補足的に捕獲調査を実施（回帰は確認されなかった）。 注2)  捕獲個体のうち計426個体をﾏｰｷﾝｸ゙ し、移植先へ放流。 

  写真-2 保護・移植調査の実施状況 

(2) 「水抜きによる自主移動の促進」実施状況  水抜きの実施状況を写真-3に示す。水抜き時、狭まった水域より這い上がって飛び去る数個体が目撃確認された。 

  

  写真-3 「水抜き」及び「埋め立て」実施状況 

(3) 移植先への定着・越冬状況  1回目のモニタリング(実施日：H25/10/17～10/18)によりマーキング個体のうち87個体（計347個体捕獲）、2回目のモニタリング(実施日：H26/4/30～5/1)により同12個体（計107個体捕獲）が捕獲され、移植先への定着・越冬が確認された。また、2回の調査を通して、移植先において死滅個体の残骸や共食い等の異常は見られなかった。
(4) まとめ・考察  一連の調査の結果、計2,356個体のコガタノゲンゴロウを保護・移植した。本種の保護・移植の先駆的な事例であるため、以下に保護・移植手法について検証した。 捕獲方法：トラップは短時間で設置・回収が可能であるうえ、極めて多数が捕獲されるなど、非常に効率的かつ効果的であった。一方で、トラップ回収後もタモ網で多数が捕獲されたことから、トラップだけでは不十分であり、タモ網による捕獲も併用する必要がある。 水抜きによる自主移動の誘発：実際に自主的に移動を行った個体が確認されたほか、本種は夜間に活動性が高まる傾向があることから、夜間に自主的に移動した個体の存在が推察される。加えて、水域が狭まることで残存個体のタモ網による捕獲も容易となるなど、非常に効果的な手法であった。 水域の埋め立て：保護・移植調査1回目後に実施した補足調査、またその後の保護・移植2回目調査においても比較的多数個体が捕獲された。これは、堤内地から河川への移動が長期間に及ぶことを示している。よって、保

［放流状況］ 

［水抜き中］ ［水抜き後］ ［埋め立て後］ 

［ｶｺ゙ﾜﾅﾄﾗｯﾌ］゚ ［ﾏｰｷﾝｸ゙個体］ 
［捕獲個体］ 

流路 
移植元 ・ポンプにより溜まった水を流路へ排水。 ・吸い込み防止のための配慮（ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽをﾔｼ殻ﾏｯﾄで覆った）。 

［ﾎﾟﾝﾌﾟ設置状況］ 
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護・移植実施後の水域を放置した場合、新たに個体が移入する恐れがあるため、捕獲・移植後早期に埋め立てを行う必要がある。 まとめ：採用した手法はいずれも効果的な手法であったが、本種は気温・水温の低下とともに活動性が鈍り、トラップの捕獲効率や水抜き時の移動性も下がるため、実施するタイミングが重要となる。水域の埋め立てには重機を用いるため、施工時期が決まった後に、水温・気温を考慮しこれらの手法を効果的に組み合わせた安全性の高い保護・移植計画を検討する必要がある。 

 

6.  代替地の整備とその効果 河川工事により消失した本種の越冬水域を代償するため、代替地（越冬水域）を整備した。 
6－1 越冬水域に求められる環境条件と整備イメージ 代替地の整備にあたっては、越冬水域に必要となる環境条件を把握し、可能な限りそれを再現する必要があるが、本種を対象とした代替地の整備事例はなく、代替地に必要なる環境条件は不明であった。 文献等より得られる生態情報に加え、有識者の助言、当地で越冬利用が確認された水域の環境情報（表－2参照）を加味し、当地の越冬水域に必要とされる環境条件を以下に整理した（図－5にイメージ図を示す）。 ［代替地整備のポイント］ ・飛来する個体に認識しやすいよう水面幅を広めとする（2m以上が目安、河岸の植物が倒伏しても水面を覆うことのないように）。 ・水温変化を抑え、冬季に凍結することのないよう最深部の水深を1m程度とする。 ・隠れ場所を創出するため、中石を配置するほか、水際部は抽水植物帯の生育を促す緩傾斜とする。 ・湧水等により水の交換を確保する。 水面幅は狭すぎないように水面幅は狭すぎないように水面幅は狭すぎないように水面幅は狭すぎないように最深部約最深部約最深部約最深部約1m1m1m1m平均平均平均平均50505050cmcmcmcm程度程度程度程度

隠れ場所となる中石の配置隠れ場所となる中石の配置隠れ場所となる中石の配置隠れ場所となる中石の配置緩傾斜で植生の緩傾斜で植生の緩傾斜で植生の緩傾斜で植生の活着を促進活着を促進活着を促進活着を促進
 図－5 代替地の整備イメージ 

 

6－2 代替地の整備事例 1 

(1) 代替地の整備 前述した河床掘削により改変した区域に位置し、計
2,356個体が捕獲された越冬水域の改変に伴い、施工後

に代替地の整備を行った（写真-4参照）。 改変前の越冬水域は伏流水の浸み出しが見られたが、河床整備後はその確保が困難なため、本流との水交換を期待し、本流際に整備した。 

 

 

  写真-4 代替地の整備事例 1 配慮1：底に中石を配置し隠れ場所を創出 配慮2：刈ったツルヨシを束ねて投入し隠れ場所を創出（抽水植物帯が生育するまでの一時的な隠れ場として） 

 

(2) 整備後の効果検証 整備完了後、越冬前後に各1回のモニタリングを行い利用状況を確認した（越冬前：H27年9月，越冬後：H28年4月）。 トラップ調査を行った越冬前には、約200個体が捕獲されたほか、約600個体が生息していると推定された（標識－再捕獲法による推定値）。越冬後調査においても無事越冬した個体が確認された。 また、ハビタットごとに設置したトラップの捕獲個体数を見ると（表－5参照）、遮蔽物のない箇所に比べ中石やツルヨシ束を配置した付近で捕獲数が多く、隠れ場所を創出するために実施した配慮の有効性が確認された。加えて、自生したヒメガマや沈水植物付近においても多数個体が捕獲されたことから、隠れ場所の重要性が改めて確認された。 

［整備直後(H27 年 3 月)］ ［整備後 7 ヶ月 (H27 年 10 月)］ 

［［［［配慮配慮配慮配慮 1111］］］］    ［［［［配慮配慮配慮配慮 2222］］］］    

本本本本流流流流    大きさ15×35m，最深部140cm 
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表－5 ハビタットごとのトラップによる捕獲個体数 中石 ﾂﾙﾖｼ束 ﾋﾒｶ゙ ﾏ 沈水植物 遮蔽なし 

34 47 27 86 9 なお、越冬水域としての適性を確認するため、越冬期間中、水温ロガーを用いて連続観測を行った結果、水温が閾値である4℃を下回ることはなかった（図－6参照）。 

05101520
25（℃）

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月平成27年 平成28年  図－6 越冬期間中の水温の経時変化 

 

6－3 代替地の整備事例 2 堤防整備工事に際し、工事区域に本種の越冬水域が確認されたため、保護・移植調査を行った後に着工し、堤防整備完了後に代替地を整備した。 

 

(1) 整備計画の検討 本事例においては、河川の持つ洗掘・堆積といった作用を活かし、代替地の長期的な維持を図るため、改変前の当該水域の形成要因を確認し、整備位置・形態等を検討した。 当該越冬水域は、出水時の水衝部に位置し、洗掘を受けた流路跡に成立したものであり、伏流した河川水の湧出水により水交換が生じている（図－7参照）。これを踏まえ検討し、代替地は同所に湧出水により水交換を確保した池形式での整備が妥当と判断した。 

 図－7 当該越冬水域の形成要因 

 

(2) 代替地の整備 堤防整備工事後に整備した代替地を写真－5に示す。

改変前の越冬水域があった位置近傍に、伏流の湧出水を利用して整備した。整備直後であり、今後、本種の越冬利用状況、環境の変遷を調査予定である。 

 
 

 

  写真-5 代替地の整備事例 2 配慮1：抽水植物の生育を促すため、ツルヨシを植栽 配慮2：伏流の湧出水を引水し水交換を確保 

 

7.  まとめ  今回の保護・移植事例を踏まえ河川工事における本種への対応をフローに整理した（図－8）。今後は事務所で河川工事を行う際にはこのフローに従い、本種の保護・移植を検討・実施し、保全を図っていく。 一方、代替地についても越冬利用が確認され、その整備効果が確認された。しかしながら、出水を経験しておらず、出水により代替地がどう変化するかといった情報は得られていない。  代替地は基本的に、周辺に越冬水域が存在しない状況を回避することを目的とした一時的な整備と考えている。表－1に示す調査において、天然の越冬水域についても出水により埋没・生成が確認されるなど、恒久的な整備・管理は難しい。“出水により越冬水域に土砂が堆積し埋没しても、周辺では流れの洗掘を受けて新たな越冬水域が出現する”、こうした変遷を繰り返し、現在まで

4℃ ［改変前の越冬水域］ ［整備直後(H28 年 5 月)］ 
［［［［配慮配慮配慮配慮 1111］］］］    

［［［［配慮配慮配慮配慮 2222］］］］    

大きさ約20m×5m×2 箇所，最深部約60cm 

工事による地形改変→代替地整備 大きさ約20m×10m×2 箇所，最深部約1.0m 
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河川全体で越冬水域が維持されてきたと考えられる。 

  図－8 コガタノゲンゴロウの保全フロー  ただ、整備事例2で示したように、過去の出水時の流況等を踏まえて整備することで、代替地を長期的に維持できれば整備効果も高まる。 今後は出水後の状況を踏まえて、整備位置・形態等を検討し、整備効果を高めていく。 
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国道１１号 上天神交差点の 
交通事故縮減を目指して 

 
 

成田 学 
 

四国地方整備局 香川河川国道事務所 交通対策課 （〒760-8546 香川県高松市福岡町4-26-32） 

 
香川県直轄道路内における事故多発区間である一般国道11号上天神交差点～峰山口交差点間

では，上り線にて交通事故縮減を目指した段階的な事故対策を実施してきた．本稿では事故対

策の効果検証を行い，顕在化した事故に着目した評価や，ビッグデータ（民間プローブ急減速

データ）を用いた潜在的な危険事象の評価等，様々な視点から事故対策の効果を検証し，とり

まとめた成果を報告する． 
 

 

キーワード 事故対策，事故多発区間，交通挙動分析，民間プローブ急減速データ，効果検証 

 

１．はじめに 

一般国道11号上天神交差点～峰山口交差点間（以下，

「本区間」という．）は，断面交通量が57,745台/日と香

川県内で最も多く主要渋滞箇所に指定されている．また，

本区間は6車線道路に加え，交通円滑化のために上天神

交差点をアンダーパスする地下道が設置されていること

から，車線変更による車両の輻輳が生じやすく事故が多

発する区間となっている．（図-1）これまでも「香川県

交通事故対策会議」にて本区間における交通事故対策が

検討されてきたが，上り線は依然として多数の事故が残

存することから平成25年，平成26年と短期間で段階的な

事故対策を実施している．短期間に複数の対策を実施し

た場合，十分な評価期間が確保できないため，事故件数

等の評価だけでは個々の対策における適正な評価が困難

であった．本稿では，民間プローブ急減速データ（以下，

「プローブデータ」という．）を用いた早期効果検証結

果について報告する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 一般国道11号（上天神～峰山口交差点間）概要 

２．事故発生状況の整理 

本区間上り線は，上天神西交差点部の地下道を通行す

る交通の影響により，事前の車線変更が必要となるが，

車線数が多く案内表示が少ないため，不慣れなドライバ

ーに迷いが生じ，突然の車線変更による織込み交通が多

発し，追突事故が発生していると考えられた．（図-2）

さらに，本区間は徳島方面へ直進する車両の交通量が多

いが，直進車線は1車線であり交通容量不足から交通渋

滞が発生している．これにより，混雑時は手前の上天神

西交差点を跨ぐように先詰まりが発生しており，急な車

線変更による追突事故が多発している．（図-2） 

また，上天神交差点を左折し高松駅に向かう交通が多

く左折車線が2車線設置されているが，上天神交差点上

り線流入部を直進する二輪車が左折車線を走行し，左折

車と交錯する事故が発生している．（図-2） 

以上より，本区間においては以下の特徴的な事故に着

目した対策を実施した．本稿ではこの対策に対する早期

効果検証を行った． 

① 単路部における追突事故 

② 上天神交差点における左折巻込み事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 事故発生状況 概要図 

至 

松
山 

図-3 本区間単路部 事故類型別事故件数の構成割合 

地下道

直進二輪車と 
左折車の交錯 

直進ﾚー ﾝの割り込み
（受け車線の不足） 

上天神西 上天神 

不慣れなﾄ゙ ﾗｲﾊ゙ ｰによる 
織り込み交通 

①追突事故 ①追突事故 ②左折巻込み事故 

先詰まり渋滞が発生 

至 

徳
島 

至 高松 

追突事故 93.6％（44件）

左折時 4.3％（2件）

その他 2.1％（1件）（H21.1～H24.12事故データ） 
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３．事故要因の分析と対策内容 

(1)   事故要因の整理と対策の方針 

 本区間の事故発生状況を踏まえ，着目する事故に対

して要因を分析した上で，課題解消に向けた対策を実施

した．（表-1）対策は，2種事業対策として平成25年2月

に「カラー連携表示」を優先的に実施し，構造変更を伴

う1種事業対策として平成26年12月に「上天神交差点流

入部の5車線化」を段階的に実施した． 

表-1 対策方針の整理 

着目事故 事故要因 対策 

追突事故 

・車線数が多く案内表示が少

ないため，不慣れなドライ

バーに迷いが生じ，突然の

車線変更による織込み交通

が多発． 
・渋滞発生時に無理な割り込

みが多発． 

カラー 
連携表示 
 
 
5車線化 

左折巻込

み事故 

・上天神交差点上り線流入部

にて左折車線を直進する二

輪車が左折車と錯綜． 
5車線化 

 

(2)   対策①：カラー連携表示について 
 平成24年度の香川県事故対策会議における議論を踏

まえ，本区間に不慣れなドライバーに対する案内誘導方

策として「カラー連携表示」による，行き先別の路面カ

ラー表示と整合する看板を設置した．（図-4）対策の狙

いは，わかりやすい車線誘導により，前もって余裕のあ

る車線変更を誘導し，交差点手前での無理な車線変更を

抑制し，追突事故を抑制することであった．（図-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 対策実施内容 （カラー連携表示） 

(3)   対策②：上天神交差点流入部の5車線化について 
交通渋滞に起因する追突事故対策として，上天神交差

点上り線流入部の車線数を5車線に増設し，直進レーン

を2車線とすることで容量拡大を行った．これにより直 

 

 

 

 

 

 

 

 

進車線の先詰まり渋滞を解消し，無理な車線変更による

追突事故を抑制した．（図-6） 

また，車線運用の変更に伴い，左折巻込み事故に対し

ては，上天神交差点に流入する直進二輪車が，車線変更

を行わずに直進車線を通行出来ることから直進二輪車と

左折車との交錯を抑制した．（図-6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 対策実施内容 （5車線化） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図-5 対策実施内容 （カラー連携表示・5車線化） 

5車線化対策前 5車線化対策後 

写真-1 左：対策前  右：対策後 
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車線運用の変更により二輪車は車線変更 
せずに直進車線から直進できるようになった 
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４．効果検証結果 

(1)   効果検証内容の整理 

着目する事故に対し，事故データ分析や挙動調査等を

行い対策の効果検証を実施した．（表-2） 

表-2 効果検証項目一覧 

着目 

事故 
効果検証項目 

追
突
事
故 

■事故データ分析（件数/年） 

イタルダ区間別に事故発生件数を整理し，本区

間で発生した事故件数の増減を評価． 

■急制動分析（プローブデータ） 

民間プローブデータを活用し，急減速挙動発生

割合（回/千台）を算出．対策前後の発生割合を

比較し，危険挙動の増減を評価． 

■挙動調査（ビデオ調査） 

交通挙動調査を実施し，無理な車線変更等によ

る危険挙動発生割合を評価． 

左
折
巻
込
み 

事
故 

■事故データ分析（件数/年） 

対策前後の左折巻込み事故発生の有無を評価． 

■挙動調査（ビデオ調査） 

交通挙動調査を実施し，左折車線を走行し，直

進する二輪車の発生件数を評価． 

(2)   単路部における追突事故に対する効果検証 

a) カラー連携表示による効果検証 

2種事業として実施した「カラー連携表示」による対

策効果の検証を行った． 

事故データからは，追突事故件数が全体的に減少して

いる結果が得られた．ただし，地下道における追突事故

に関しては，増加傾向にあり，本対策による副作用が生

じている可能性が考えられる．（図-7） 

プローブデータからは，対象区間全体で急減速挙動が

減少している結果が得られた．また，実際の挙動を確認

するために実施したビデオ調査からは，上天神西交差点

東行き流入部において急な割込みによる危険挙動が減少

する結果が得られており，プローブデータから得られた

結果とも合致することから，追突事故の要因となる挙動

が減少していると考えられる．（図-8） 

これは，「カラー連携表示」対策により，目的地まで

の進路が明確になり，前もって余裕のある車線変更を行

うことができ，不慣れなドライバーの急な車線変更や織

込みが減少した結果であると考えられる． 

 

b) 上天神交差点流入部の5車線化による効果検証 

1種事業として追加実施した「上天神交差点流入部の5

車線化」による対策効果の検証を行った． 

事故データからは，「カラー連携表示」による対策か

らさらに事故件数が減少している結果が得られた．しか

し，地下道の追突事故に関しては，減少傾向にあるもの

の，依然として無対策時と比較して増加している状況と

なっている．（図-7） 

プローブデータから取得した急減速挙動の分析及びビ

デオ調査による挙動調査結果からも，「カラー連携表

示」による対策からさらなる減少がみられた．(図-8,9) 

これは，5車線化対策により，上天神交差点付近の渋

滞が軽減され，先詰まりによる無理な割込みが減少した

結果であると考えられる． 

 

c)まとめ 

追突事故に対する対策として実施した，「カラー連携

表示」および「上天神交差点流入部の5車線化」の対策

においては，事故データ，挙動データともに減少傾向に

あり，対策効果があるという結果となった．また，ビデ

オ撮影による挙動調査からも，危険挙動が減少している

結果が得られた． 

以上の分析結果より，「カラー連携表示」および「上

天神交差点流入部の5車線化」の対策によって，車線変

更を誘発する環境が是正されたことで，無理な割込みが

減少し，危険挙動が減少した．これにより追突事故対策

として一定の有効性が確認できたと考える． 

一方で，地下道に関しては「カラー連携表示」の副作

用から追突事故が増加した．これは，対策直後の不慣れ

による判断ミスが要因と考えられるが，5車線化後減少

傾向にあるため，今後引き続きモニタリングを行う必要

があると考えられる． 
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図-7 区間別 追突事故件数（件/年） 
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図-8 区間別急減速発生割合（回/千台） 
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図-9 上天神西交差点 急な割り込みの挙動件数（回/2h） 

5車線化の効果 
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(3)   上天神交差点における左折巻込み事故に対する効果

検証 

a) 上天神交差点流入部の5車線化による効果検証 

1種事業対策として「上天神交差点流入部の5車線化」

による対策効果の検証を行った． 

左折巻込み事故に着目した事故データ分析結果では，

5車線化後事故が発生していないという結果が得られた．

(図-10) 

ビデオ調査からは，上天神交差点東行き流入部の車線

運用を変更したことにより，左折車線を走行する直進二

輪車の発生割合が減少している結果が得られた． (図-

11) 

これは，5車線化対策により，上天神交差点東行き流

入部を直進する二輪車について，左折車との交錯が発生

しない車線での走行が定常化したことで，左折巻込み事

故が減少した結果であると考えられる． 

以上の分析結果より，「上天神交差点流入部の5車線

化」対策に関しては，左折巻込み事故対策として有効性

が確認できたと考える． 
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図-10 上天神交差点 左折巻込み事故件数（件/年） 
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図-11 左折車線を走行する直進二輪車の割合（回/4h） 

 

５．今後の課題・追加対策の検討 

本区間は，着目事故に対する事故対策効果として一定

の有効性を確認できた一方で，地下道内の事故件数の増

加が課題となった．本区間は5車線化後の事故データ分

析期間が1年間であったため，今後も引き続きモニタリ

ングを行い，複数年での事故データ分析や交通挙動調査

を実施し，効果検証の精度を高めていく必要があると考

えられる．今後，モニタリングにより地下道内の事故件

数に減少がみられない場合は，事故データ及び交通挙動

調査等を踏まえた事故要因分析を行い，追加対策を検討

する必要がある． 

６．まとめ 

 本稿では，対策後の早期効果評価を目的とし，事故

データによる顕在化された効果評価だけでなく潜在的な

危険事象に着目した交通挙動分析を行った．交通挙動分

析の評価手法として，ビデオ調査による危険挙動分析を

行ったほか，プローブデータを活用し急減速挙動に着目

したヒヤリハット事象の削減状況の把握を行った． 

本区間では，短期間に段階的な複数の対策を実施して

おり，対策の個々の効果検証を適正に行う場合，これま

での事故件数等の評価では十分な評価期間を確保できな

かったが，プローブデータを活用することで早期効果評

価が可能となった．結果として，事故件数やビデオ調査

と，プローブデータによる危険挙動分析内容には相関性

が確認されたことから，プローブデータを活用した挙動

分析は有効な評価手段であったといえる．  

本稿では対策前後期間の都合上，平成27年度より本格

的な運用が開始されたETC2.0プローブデータを用いた分

析は実施できなかった．ETC2.0プローブデータは，一般

道へのITSスポットの普及により，データ量が飛躍的に

増加しており，今回分析に使用した民間プローブデータ

と比較して多くの情報を有している．そのため，今後対

策を実施する箇所においては，ETC2.0プローブデータを

積極的に活用し，交通事故の縮減を目指した効率的な事

故対策の推進を進めていく． 
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エコロジカルネットワーク再生事業における 
施工時の工夫と整備効果について 

 
 

西野公雄1・松本和信2・田中聡1 
 

1九州地方整備局 遠賀川河川事務所 直方出張所（〒822-0002 福岡県直方市頓野3330-1） 

2九州地方整備局 遠賀川河川事務所 河川環境課（〒822-0013 福岡県直方市溝掘 1-1-1） 

 

 本論文では、遠賀川御徳地区にて樋管の水路等により分断されたエコロジカルネットワーク

を再生するため、生物環境に配慮した計画を地元住民の方々や学識経験者等と共に検討し、工

夫しながら施工した取り組みと整備後の効果について報告する。 
 

キーワード 環境，地域連携，自然再生，魚がのぼりやすい川づくり，水環境学習 

 

 

1.  はじめに 

 戦後まもない時代、1955年頃までの遠賀川の水辺には

ワンドやクリークが至る所に見られ、多様な生物が生息

できる河川環境が広がっていた。 

そのような中、西日本大水害（1953年）に代表される

度重なる水害を防ぐため、高度経済成長期以降に堤防や

樋門樋管の整備を進めてきた結果、洪水被害は大幅に軽

減されたものの、樋門樋管の段差等により魚類等の川表

から川裏水路への移動経路が隔てられることとなった。 

本論文では、遠賀川における川裏水路への移動経路を

確保し、魚類等の生息・生育環境を改善するため、平成

21年度より取り組んでいる遠賀川水系エコロジカルネッ

トワーク再生事業の2箇所目（全5箇所）である御徳地区

において、生物環境に配慮した計画を地元住民の方々や

学識経験者等と共に検討し、工夫しながら施工した取り

組みと整備後の効果について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

2.  エコロジカルネットワーク再生事業とは 

エコロジカルネットワークとは“野生生物が生息・生

育する様々な空間のつながり”である。本来、河川に生

息する魚には、水田や水路を産卵場として利用する種や

出水時に水路を避難場所として利用する種等、水田や水

路と関わりを持つ種が数多く存在している。そこで、 

河川と水路・水田との連続性を隔てている樋門樋管の段

差を解消し、失われていた魚類等の生息・生育に適した

自然環境を再生することを目的として、遠賀川では2009

年7月に学識経験者、住民代表、関係行政機関及び河川

管理者等で構成する『遠賀川水系エコロジカルネットワ

ーク検討会』（以下「検討会」という。）を設立し、検

討会より助言を頂きながら遠賀川水系エコロジカルネッ

トワーク再生事業を進めている。 

 

 

図１ 遠賀川流域図 

御徳地区 

写真１ 遠賀川のクリーク(1955年頃)1) 
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3.  整備箇所 

今回の整備箇所は遠賀川河口から約23km上流に位置し、

堤内地の集落や水田の排水機能を担う御徳第一排水樋管

である。本川と川表水路との高低差が約160cm、川表水

路と樋管底盤との高低差が約40cmと段差が大きいため本

川から川裏水路までの魚類等の遡上が難しく、また、コ

ンクリート張りの川表水路を流れる水の流量が少ないた

め魚類等の生息場、避難場、産卵場としての機能が低い

といった課題がある。本樋管を整備対象とした理由は、

遠賀川に設置した樋管の中でも以下の３つの特徴を有し

ているためである。 

 

①川表水路の段差を改善しやすい。 

②地域のまちづくり団体が意欲的で、周辺の整備や管

理について協力が得られやすい。 

③約400m離れた所に小竹北小学校があり、環境学習の

場として活用しやすい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  計画段階 

計画立案においては検討会より助言を頂きながら進め、

さらに、2013年11月に設立した地元住民、教育関係者、

有識者、行政機関等からなる『御徳地区エコロジカルネ

ットワーク住民ワーキング』（以下｢住民ワーキング｣と

いう。）にて現地確認や意見交換を行い、地域との連携

を図りながら計画を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民ワーキングでは「石組みの落差工によって魚が上

れるようにして欲しい」「子ども達が環境学習の場とし

て利用しやすいようにして欲しい」「生息する生物を紹

介する看板がほしい」等、多くの意見が出された。これ

らの意見を踏まえ、本川と川表水路との高低差は巨石を

用いた落差工、川表水路と樋管底盤との高低差は丸太を

用いた堰上げ、さらに樋管川裏にも角落しを用いた堰上

げを計画し、段差を解消することで水域の連続性を確保

することとした。また、環境学習や水辺利用がしやすい

ように、管理用通路と階段を計画した。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ エコロジカルネットワーク再生事業 模式図 

写真３ 樋管底盤と川表水路【整備前】 

約40㎝ 

写真４ 住民ワーキング開催状況 

図３ 完成イメージ 写真２ 本川と川表水路【整備前】 

約160㎝ 
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5.  施工時の工夫 

先述の計画に基づき施工時に取り組んだ生物環境に配

慮した工夫を紹介する。 

 

(1) 石積みの工夫 

石積みの落差工における流水状況を確認するため実際

に水を流したところ、落差工に想定以上に高低差があり、

また、石の隙間から水が透過し、魚類等が遡上出来る状

況ではなかった。このため、住民ワーキングメンバーで

もある魚類専門家を現場へ招き、「落差工の高低差を解

消するため、通水上にある石を効果的に抜くこと」「伏

流箇所の隙間に粘土で間詰めを行うこと」等の助言を基

に、石の並べ替えを行った。 

 

落差工の高低差における施工管理にあたっては、魚の

遡上の目安として『魚がのぼりやすい川づくりの手引き
2)』を参考に20cm以下と独自管理基準を設定し、落差工

の出来形確認を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

また、「深みが浅く、遡上する魚が休憩できない」と

の指摘もあり、魚の休憩場となる深みについても『魚が

のぼりやすい川づくりの手引き2)』を参考に30cm以上と

独自管理基準を設定し、石を再配置した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 置き石の工夫 

本川から階段式落差工に至る取付水路について、学識

経験者より「本川との合流部をワンド状にして生息・産

卵できる場所を設けること」「生息範囲を広くするため、

入り江を奥深くまで確保すること」等の助言があり、流

れが緩やかで、かつ水路の法勾配に変化をもたせた入り

江を奥深くまで計画した。入り江の法尻には魚の隠れ家

をイメージしながら大小様々な石を配置し、深みに変化

をもたせて環境の多様性を創出した。 

また、階段を降りきった所には、環境学習時に足元が

はまることが予見できたため、安定した足場となるよう

巨石と砕石を組み合わせて敷き詰めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真７ 落差工高低差 20㎝以下 

写真８ 階段式プール水深 30㎝以上 

写真９ 取付水路 施工状況 

写真６ 並べ替え後（水は石の表面を流下） 

写真５ 並べ替え前（水は石の表面を流れない） 

写真10 取付水路 完成から１ヶ月後 
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(3) 丸太を用いた工夫 

樋管底盤と川表水路をつなぐ斜路部には、半分にカッ

トした丸太を既設の水路底に設置することで水深を確保

し、丸太の切欠きで流れを蛇行させることで流速を緩和

し、魚類等が遡上できるよう配慮した。また、勾配が緩

く水量が少ない川表水路についても丸太で堰上げすると

ともに、魚の隠れ家として植生土嚢を両サイドに設置し、

安定した水深の確保とコンクリート張り水路の環境改善

を行った。 

 
(4) 地元自治体との連携 

今回の整備では、川表から川裏まで一貫して改善を図

る必要がある。そのため、川裏水路の段差や田面との高

低差の改善については、用排水路の管理者である地元自

治体に協力を頂き、整備して頂いた。 

川裏水路の段差につい

て、木製の角落しを設置

することで水深の確保し、

川裏水路と田面との高低

差については、波付ポリ

エチレンU字溝を用いた 

簡易魚道を設置すること

で段差を改良した。 

 

 

(5) 遡上実験 

施工段階で実験するケースは少ないが、事例が少なく

魚類等が実際に遡上できるか心配であったことから、落

差工が概ね完成した2015年4月22日、魚類専門家による

指導のもと遡上実験を行った。実験には前日と当日に遠

賀川で採捕した4種67個体（アユ1、オイカワ15、ニホン

ウナギ(ｸﾛｺ)30、モクズガニ21）を用いた。   

アユとオイカワを 下段に放ち、 下段から3番目の

深みにニホンウナギとモクズガ二を放ったが、採補によ

るストレスや水温差による活性低下の影響なのか、それ

とも観察者が多いためなのか、殆どの個体がその場に留

まるか石の下に隠れた。ところが、約7時間後にもう一

度現地状況を確認したところ、 上段にオイカワ1個体

が遡上したことを確認した。これにより、オイカワが

上段部まで遡上したことから、落差工は一定の機能を確

保することができたものと考えられる。 

 

 
 
 

なお、実験後も継続して遡上状況を調査したところ、

実験から6日後、実験では放流していない小型のドンコ2

個体とエビ1個体を中段部で確認した。また、遡上実験

直後に実施した調査では、川裏水路でヨシノボリ属や 

ナマズ、ギンブナ、ドンコ等を確認する等、多くの魚種

の遡上を確認した。 

 

図４ 遡上実験 模式図 

７時間後
最上段に
１個体遡上

写真12 川裏水路における角落しを用いた段差解消 

写真13 簡易魚道 

写真11 丸太を用いた堰上げ（１年経過） 

施工直後 

写真15 川裏水路で初確認されたナマズ 

写真14 遡上実験の様子 
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6.  整備効果 

(1) 魚類調査 

整備後、2015年春から2016年春にかけて実施した魚類

調査において早速効果が現れた。 

川表水路における整備前と整備後の発見魚種を比較

したところ、整備前の14種に対し、整備後は20種と魚種

が増え、環境省RLで絶滅危惧IB類に選定されているオン

ガスジシマドジョウも初確認された。さらに水路上流か

ら下流まで広範囲に絶滅危惧Ⅱ類のミナミメダカや絶滅

危惧IB類のツチフキを多数確認しており、川表水路に創

出された静水域や階段式プールが魚類の生息空間として

機能していることが示唆できる。 

川裏用排水路については、整備前の6種に対し、整備

後は7種と魚種が増え、ナマズ、ギンブナ、オイカワ、

タカハヤを初確認した。夏の調査では新たに設置した簡

易魚道でギンブナの死骸が確認され、産卵のため水田ま

で遡上した可能性があることが伺えた。この結果と前項

の遡上実験の結果を踏まえると、本川から川裏へ遡上出

来る環境が整備前に比べ改善していることが推測できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 底生動物・植物調査 

底生動物について、川裏水路では顕著な種数の増加

はみられないものの回遊性のモクズガニを初確認する等、

遡上条件が改善された可能性が見受けられた。また、川

表水路では整備前に比べ種数が増加し、重要種のヨコミ

ゾドロムシやミナミヌマエビ、トンボ類の複数種等、静

水域を好む種が多く確認され、河川のワンドと同様の機

能を発揮し始めていることが示唆された。 

植物調査について、川裏水路では顕著な変化はなかっ

たものの、川表水路では整備前に比べ種数が増加し、絶

滅危惧Ⅱ類のコギシギシを初確認する等、重要種も多数

確認された。これは、川表水路法面にて表土を転用した

ことで在来種が早期に回復し、また、時間の経過ととも

に川表水路水際で湿生植物や抽水植物が繁茂したことで、

植生が多様化したものと推測できる。 

 

表１ 魚類確認種の経年比較 

※1:ニッポンバラタナゴとバラタナゴ属交雑個体の

双方が含まれる可能性があるため、重要種のカ

テゴリーは表記していない。 

※2:外部形態からシマヒレヨシノボリと同定。 

※3:旧トウヨシノボリ橙色型、型不明を含む。 

※4:水路環境整備工事は2015年5月に完成。 

調査実施日：2013秋（10月30日） 

2014春（6月20,28日） 

夏（9月6,8日） 

       2015春（6月24日） 

           夏（8月29日） 

           秋（11月2日） 

       2016春（ 7月6日） 

 
写真16 完成から１年後の御徳第一排水樋管 

図６ 川裏水路における発見魚種位置図（2015年度) 

図７ 川裏水路における発見底生動物位置図（2015年度) 図５ 川表水路における発見魚種位置図（2015年度) 

2013,2014
春・夏・秋

2015,2016
春・夏・秋

2013,2014
春・夏・秋

2015,2016
春・夏・秋

1 コイ 9 29

2 ゲンゴロウブナ 国内 56

3 ギンブナ 34 98 5

4 カネヒラ 1

5 バラタナゴ属　※１ 5

6 オイカワ 22 269 4

7 カワムツ 2 2

8 タカハヤ 3

9 モツゴ 43 109

10 タモロコ 国内 9

11 カマツカ 1

12 ツチフキ 危惧IB 34

13 イトモロコ 5

14 ドジョウ 1 2 2

15 オンガスジシマドジョウ 危惧IB 13

16 ナマズ 1 4 3

17 ミナミメダカ 危惧Ⅱ 18 29 7 10

18 ブルーギル 特定 53 63

19 オオクチバス 特定 1 19

20 ドンコ 17 33 19 52

21 シマヒレヨシノボリ　※２ 準危惧 23 20 84 46

22 旧トウヨシノボリ類　※３ 1 1 3

23 カムルチー 要注意 1

14 20 6 7

226 800 117 123

種数合計

個体数合計

環境省
RL2012

外来種
川裏用排水路川表水路

No. 種和名
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7.  環境学習 

新しく生まれ変わった水路について、近隣の小竹北小

学校にて水路の愛称が検討され、児童による投票の結果、

『わくわくごとくリバー』と命名された。現在、同小学

校にて授業の中に生物調査、水質調査を組み込む等、環

境学習の場として活用されている。 

生物調査では児童の関心が非常に高く、積極的に生物

とふれあう姿が見られ、完成当時の小竹北小学校2年生

は卒業までの間『水辺調査隊』として生き物調査や清掃

等を継続的に行う予定であり、新しく発見した生き物に

ついては現地に設置された看板に写真を貼りつけ、自分

達の生まれ故郷にどのような生き物が生息しているか、

理解を深めて頂くこととしている。 

 

環境学習の模様については、地元自治体の町報にて掲

載があり、併せて『わくわくごとくリバー』の紹介も特

集記事として掲載して頂いた。特集記事には、エコロジ

カルネットワークの目的から検討会・住民ワーキングで

の意見、『わくわくごとくリバー』の命名についても紹

介された。広く地元住民の皆様に広報することができ、

その効果なのか、整備後に『わくわくごとくリバー』の

落差工にて魚の姿を覗いたり、周辺を散策する人の姿を

見かけることが多くなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  結論 

今回の一連の川づくりは、地元住民の方々、学識経験

者等と共に計画を進め、施工時に石の並べ替えや遡上実

験等、生物の生息・生育環境に配慮しながら本川と川裏

水路の連続性を確保したことで、生物の種数が増加し、

重要種が新たに確認される等、生物にとって快適な空間

を創造できたと考える。特に、生物調査の結果から、川

裏水路への遡上への寄与、川表水路での生息・生育空間

としての寄与の２つの面で効果を上げたと判断できる。 

 

完成後約1年が経過した現在、『わくわくごとくリバ

ー』には魚や鳥など様々な生き物が集い、集まった生き

物を観察するため子ども達も集まり、徐々に地域に愛さ

れる場になりつつある。 

『わくわくごとくリバー』は、小学校における環境学

習の場としての機能はもちろん、地元から「来年3月に

サケの稚魚放流を行いたい」との声もあり、自然とのふ

れあいの場として有効に利用されることが期待されてい

る。今後も利活用や維持管理等について関係者と議論を

深め、生物の生息・生育空間を確保しながら、人々の心

が穏やかになる空間として次世代へ継承されるよう、 

努めて参りたい。 
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写真17 生物調査の様子 

写真18 完成直後に立ち寄った子ども達 

図８ 小竹町町報（2016.6月号) 
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ＲＣ床版上の基層用アスファルト混合物の性能

に関する検討 
―舗装およびＲＣ床版の長寿命化に向けて― 

 
 

星 卓見1・丸山 記美雄1・木村 孝司1 
 

1寒地土木研究所 寒地道路保全チーム（〒062-8602札幌市豊平区平岸１条3丁目1-34） 

 

 本研究は、ＲＣ床版上の舗装体内部への水分の浸入と床版上の滞水を防止し、橋面舗装のは

く離抵抗性の向上を図ることを目的としている。このため、候補となる数種のアスファルト混

合物について、床版上の滞水につながる混合物層下面の凹凸量のほか、耐水性、水密性等の要

求性能を室内試験により評価した。その結果、アスモル分が多く、粗骨材の割合が低い細密粒

度ギャップアスコンが基層用混合物として有利であることが示唆された。 
 

キーワード 橋面舗装、はく離、ＲＣ床版、予防保全 

 
 

１．はじめに 

道路橋は、車両による繰り返し荷重、振動、衝撃、せ

ん断等の力学的作用や降雨、風雪、温度変化等の気象作

用、さらに床版の膨張収縮などが複雑に作用する環境に

おかれ、舗装、床版防水層及び床版で形成される構造体

が疲労を受ける。この内、床版防水層に直接接する基層

用アスファルト混合物は、防水層と密着して構造体を保

護するが、舗装体のひび割れや施工目地、橋梁付属物

（排水桝、伸縮装置等）付近のすき間から浸入した水分

が混合物中及び床版上に滞水した状態で、夏期の高温時

に輪荷重の作用を受けることで、混合物のはく離やブリ

スタリングが生じる例が散見されている（写真-1）。 

 

 
写真-1 水分の浸入による基層のはく離 

 

上述の課題解決のための方策としては、舗装の増厚や

透水性の極めて低いグースアスファルトの使用等が考え

られるが、死荷重の増加や建設コストの増大といった問

題がある。 

このような背景から本研究では、舗装体内部への水分

の浸入とＲＣ床版上の滞水を防止し、はく離抵抗性が高

い基層用アスファルト混合物を選定することで橋面舗装

の耐久性の向上を図り、ＲＣ床版の長寿命化にも資する

ことを目的としている。 
本報では、ＲＣ床版上に施工する基層用アスファルト

混合物（以下、基層用混合物）として、候補となる数種

のアスファルト混合物について要求性能を評価した結果
1)について報告する。 

 

２． 試験研究の方法 

基層底面はテクスチャが粗く、間隙群（凹み）がある

ため水分が滞留する空間となり、ブリスタリングの発生

やアスファルト混合物のはく離の一因になると考えられ

る（図-1）。既往の研究では、この間隙群（凹み）が浸

入した水の滞留及び水平方向への拡散空間になり得るこ

と、及び混合物中の粗骨材の割合が低く、アスモル分の

割合が高い混合物ほど混合物層底面のきめが浅く、間隙

群（凹み）の形成抑制に効果的であるとの報告がある 2)。 

筆者らは、数種類のアスファルト混合物の供試体を用

いて、床版上の滞水につながる混合物層下面の凹凸量を

数値化して評価するとともに、基層用混合物に求められ

る性能を各種室内試験により検証した。 

 
 

図-1 基層底面の間隙群（凹み）のイメージ 
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(1) 試験対象とした基層用混合物とバインダーの選定 

本研究に用いた混合物の諸元を表-1に示す。排水性

舗装区間の橋梁部の基層及び重交通区間の流動対策とし

て表層に使用されている細密粒度ギャップアスコン

(13F55)改質Ⅱ型及び東・中・西日本高速道路株式会社

（以下、NEXCO）でＲＣ床版橋面の基層として使用され

ているＳＭＡを対象とした。なお、ＳＭＡは、ストレー

トアスファルトを用いて NEXCOの中間層用配合設計標準

粒度範囲 3)をもとに繊維質補強材 0.3％（外割）を添加

して配合設計を行い、この配合を用いてストレートアス

ファルト及び改質Ⅱ型を使用した混合物とした。このほ

か、基層用混合物として一般的に使用されている粗粒度

アスコンを比較用として用いた。 

 

表-1 混合物の諸元 

項 目 

粗粒度 

ｱｽｺﾝ 

(20) 

細密粒度

ｷ゙ ｬｯﾌ゚ ｱｽｺ

ﾝ(13F55) 

ＳＭＡ 

(13) 

 合   成   粒   度 

ふ
る
い
通
過
重
量
百
分
率
（
％) 

26.5 100.0   

19.0 98.8 100.0 100.0 

13.2 81.0 98.1 97.5 

4.75 45.1 62.1 42.5 

2.36 30.0 44.9 27.4 

600μ 16.9 41.6 20.3 

300μ 11.7 31.1 17.1 

150μ 6.6 12.0 12.7 

75μ 4.6 9.2 10.5 

ｱｽﾌｧﾙﾄ種別 ST 改Ⅱ ST 改Ⅱ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ量(%) 5.3 6.0 7.7 

空隙率(%) 4.0 3.5 2.3 2.2 

略  号 粗粒_ST 細密_Ⅱ SMA_ ST SMA_Ⅱ 

※１ 表中の記号は次の内容を示す。 

ＳＴ：ストレートアスファルト 

Ⅱ ：ポリマー改質アスファルトⅡ型 

※２ 以下、図中では表中の略号を用いる。 

 

(2) 要求性能と評価方法 

舗装表面からの水分の浸入及び床版上の滞水に起因す

る損傷に対する抵抗性を含め、基層用混合物に求められ

る性能とこれを評価するための試験項目及び評価値を表

-2のとおり整理した。 

なお、「非滞水性」とは、浸入した水の滞留及び水平

方向への拡散空間となる基層用混合物層底面の間隙群

（凹み）の割合が低いことと定義した。 

 

表-2 要求性能と評価試験項目及び評価値 

要求性能 試験方法 評価値 

非滞水性 プリンティング法 接地面積率 

 ＣＴＭ ＭＰＤ 

水密性 加圧透水試験 透水係数 

耐水性 
水浸マーシャル安定度試

験 
残留安定度 

はく離抵抗性 
水浸ホイールトラッキン

グ試験 
はく離率 

防水工の低損傷

性 

目視による防水工の損傷

状況確認 
損傷点数 

骨材飛散抵抗性 低温カンタブロ試験 損失率 

 

３．試験結果 

(1) 非滞水性 

 a) プリンティング法による２値化と接地面積 

ホイールトラッキング試験用供試体の底面をプリンテ

ィング法を用いて紙に転写した後、混合物毎に撮影した

3枚のデジタル画像の中央部分（30cm×30cm）を切り出

して画像処理・解析ソフトウエアで２値化し、各々の面

積の平均値を算出した。供試体底面の転写状況を写真-2

に、２値化した画像の例を写真-3に示す。 

 

 
写真-2 供試体底面の転写状況 

 

 
写真-3 ２値化した温合物底面の画像（例） 
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画像の白色部分は供試体底面に空隙（凹み）があるた

めにインクが用紙に付着しなかった箇所を示し、黒色は

凹みが無く平滑性が高い部分で、実際の施工時には床版

面の防水層と密着すると想定される部分を表す。 

ここで、画像の黒色部分の面積を接地面積（下層と接

する面積）、全体面積（30cm×30cm）に対する接地面積

の割合を「接地面積率」として算出し、この接地面積率

から各混合物の非滞水性を評価した。 

 

b) 接地面積率と「粗骨材重量比」及び「アスモル重量

比」の比較 

各混合物中の 2.36mm 以上の粗骨材の合計重量とアス

ファルト混合物の全体重量の比を「粗骨材重量比」とし、

2.36mm 未満の細骨材、石粉及びアスファルトの合計重

量とアスファルト混合物の全体重量の比を「アスモル重

量比」として算出した。 

ここで求めた混合物別の粗骨材重量比及びアスモル重

量比と前項で求めた接地面積率の関係を図-2に示す。 

 

 

図-2 混合物別の粗骨材重量比及びアスモル重量比と接

地面積率 

 

試験の結果、接地面積率が一番高い混合物は細密粒度

ギャップアスコン（改質Ⅱ型）の 92％であった。この

結果から、細密粒度ギャップアスコンは、他の混合物に

比べて混合物層底面の平滑性が高く、小さな間隙群の形

成の割合が低いことが確認された。 

また、粗骨材重量比とアスモル重量比の観点から接地

面積率を比較した場合、アスモル重量比が高く、粗骨材

重量比が低い混合物は接地面積率が高い傾向を示すこと

を確認した。 

以上の結果から、混合物底面の小さな間隙群の形成の

割合が低く、非滞水性が高いアスファルト混合物として

細密粒度ギャップアスコンが有利であることが示唆され

た。 

 

c) CTMを用いた MPD測定試験 

回転式きめ深さ測定装置（CTM：Circular Track 

Meter）を用いた舗装路面のきめ深さ測定方法 4)により、

前述の接地面積を計測した供試体底面及び上面のきめ深

さ（以下、MPD：Mean Profile Depth）を計測し、MPD と

接地面積率との関係について検証した。 

各混合物の供試体「底面」の MPDと接地面積率の関係

を図-3 に、供試体「上面」の MPD と接地面積率の関係

を図-4に示す。 

双方の図から MPDと接地面積率には高い相関が見られ、

MPD が小さな混合物ほど接地面積率が高い傾向を示した。

なお、この MPDと接地面積率の関係は、供試体「底面」、

「上面」ともに同様の傾向を示すことから、供試体「上

面」の MPDでも混合物底面の小さな間隙群の形成の割合

を評価できることが明らかとなった。 

 

 

図-3 供試体「底面」のＭＰＤと接地面積率 

 

 

図-4 供試体「上面」のＭＰＤと接地面積率 

 

(2) 水密性及び耐水性 

各混合物の水密性を評価するために加圧透水試験を、

耐水性を評価するために水浸マーシャル安定度試験を実

施した。 

a) 加圧透水試験 

加圧透水試験は、アスファルト混合物の加圧透水試験

方法 4)に拠り、ゴムスリーブで漏水を防止するタイプの

試験機を使用した。 

目標締め固め度 96%及び 98％の供試体の加圧透水試験

結果（水圧 150kPa）を表-3に示す。 

水利用アスファルト混合物では 1×10-7cm/sec 以下の

透水係数を不透水の目安（以下、便宜的に「不透水」と

表記）としているが、細密粒度ギャップアスコン（改質

Ⅱ型）及びＳＭＡ（ストアス、改質Ⅱ型）は、締め固め

度が 96％及び 98％ともに不透水で水密性が高い。これ
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に対し、粗粒度アスコンは締め固め度が 96％及び 98%と

もに透水しており、水密性の低い混合物であることを確

認した。 

 

表-3 加圧透水試験結果（水圧 150kPa） 

混合物種別 
透水係数（cm／sec) 

締め固め度９６％ 締め固め度９８％ 

粗粒_ST 2.43×10-５ 3.40×10-６ 

細密_Ⅱ 不透水 不透水 

ＳＭＡ_ST 不透水 不透水 

ＳＭＡ_Ⅱ 不透水 不透水 

 

b) 水浸マーシャル安定度試験 

水の影響を受けやすい混合物の耐水性を評価する指標

として、国土交通省北海道開発局（以下、開発局）では

水浸マーシャル安定度試験 4)から求められる残留安定度

の規格値を 75%以上と規定している。 

試験の結果、図-5 に示すとおり全ての混合物の残留

安定度が 75%以上となり、開発局の規格値を満足する結

果となった。なお、最高値は細密粒度ギャップアスコン

（改質Ⅱ型）の 99%で、残留安定度から耐水性を評価す

る場合、細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は、最

も耐水性に優れていることを確認した。 

 

 

図-5 各混合物の残留安定度 

 

(3) はく離抵抗性 

混合物のはく離抵抗性を評価するため、混合物層底面

からの水の浸入を対象とした試験方法による水浸ホール

トラッキング試験 4)を実施した。なお、供試体の寸法は

30cm×30cm×5cmとした。 

水浸ホールトラッキング試験後の供試体断面のはく離

率及び目視によるはく離状況の観察結果から各混合物の

はく離抵抗性を評価した。 

はく離率の算出にあたっては、全ての供試体において

骨材の剥落による供試体底面の欠損は無かったため、供

試体を４分割した２方向断面において、骨材からアスフ

ァルト被膜がはく離している範囲を特定し、当該断面の

剥離面積を算出し、この値を全断面積で除してはく離率

を求めた。 

 

 
図-6 はく離率 

 

各混合物のはく離率を図-6 に示す。試験の結果、粗

粒度アスコン（ストアス）及びＳＭＡ（ストアス、改質

Ⅱ型）のはく離率が約１％以上であったのに対し、細密

粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は 0.1％以下と低い

値となった。 

 このことから、混合物底面に水分が存在し、交通荷重

の作用を受ける条件下で混合物層の底面からはく離が進

行した場合、細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は、

他の混合物に比べ、はく離抵抗性が高いことを確認した。 

なお、写真-4 は水浸ホイールトラッキング試験後の

供試体底面のはく離状況の例であるが、粗粒度アスコン

（ストアス）では供試体底面の粗骨材からアスファルト

被膜がはく離している部分（赤線の囲み）が多く、これ

と比較して細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は、

はく離が殆どないことが分かる。 

 

 

写真-4 供試体底面のはく離の状況 

 

また、写真-5 は、水浸ホイールトラッキング試験に

よって混合物中の骨材からはく離したアスファルト分が、

供試体底面に敷かれた不織布に付着している様子で、黒
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色が付着したアスファルト分である。この写真から、粗

粒度アスコン（ストアス）は、細密粒度ギャップアスコ

ン（改質Ⅱ型）に比べて付着したアスファルト分が多い

ことが分かる。この不織布に付着したアスファルト分の

質量を計測した結果（図-7）、細密粒度ギャップアスコ

ン（改質Ⅱ型）の質量が一番小さく、混合物中の骨材か

らはく離したアスファルト分が少ないことを数値的に読

み取ることができる。 

これらの不織布の観察結果からも、細密粒度ギャップ

アスコン（改質Ⅱ型）のはく離抵抗性が高いことが裏付

けられた。 

 

 

写真-5 不織布へのアスファルト付着状況（例） 

 

 

 

図-7 不織布の質量 

 

(4) 防水工の損傷状況の確認 

基層用混合物を転圧する際、混合物中の粗骨材の稜角

部が防水工を貫通してＲＣ床版に達することで、床版へ

の水分の浸入経路になる可能性が想定される。 

この防水工の損傷の有無を確認するため、コンクリー

ト板上に防水工及び基層用混合物をともに施工した供試

体をを用いて、混合物中の粗骨材の稜角部が防水工を貫

通してコンクリート板に達した点数を数えることで、各

混合物が防水工へ与える損傷の程度を評価した。 

なお、供試体の作成は、道路橋床版防水便覧(付録-

1)5)に拠り、30cm×30cm×厚さ 6cm のコンクリート平板

上にプライマーを塗布した後、塗膜系床版防水層（アス

ファルト加熱型）を厚さ 1.0～1.5mm 程度施工し、その

上に厚さ 4cmの基層用混合物をローラー転圧により重ね

た。これを切断して寸法 30cm×5cm×厚さ 10cmの 3個の

供試体を作成した。 

この 3個の供試体の隣り合った４つの切断面上で、混

合物中の粗骨材の稜角部が防水工を貫通してＲＣ床版に

達している点数の 1断面当たりの平均値を算出した。 

ＳＭＡ（改質Ⅱ型）の供試体切断面を写真-6 に例示

する。アスファルト混合物中の骨材の角が防水工を貫通

してコンクリート板に達しているのが確認できる。 

試験結果を図-8 に示す。粗粒度アスコン及びＳＭＡ

（ストアス、改質Ⅱ型）は骨材が防水工を貫通した点数

が高いのに対し、細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ

型）の点数が低く、防水工の損傷が少ない結果となった。 

 

 

 

写真-6 供試体切断面の例（ＳＭＡ（改質Ⅱ型）） 

 

 

 

図-8 骨材が防水工を貫通した点数の比較 

 

(5) 骨材飛散抵抗性 

舗装性能評価法別冊 6)では、タイヤチェーンを装着し

た車両の走行等によって発生する衝撃骨材飛散の程度を

衝撃骨材飛散値とし、測定方法はロサンゼルス試験機を

使ったカンタブロ試験方法を規定している。 

道路橋の伸縮装置近傍は通過車両の衝撃による混合物

の骨材飛散が懸念される。これに対し、筆者らは現地に

おける通過車両が混合物に与える作用と類似した条件の

試験方法として上記カンタブロ試験が適当と考え、基層

用混合物の衝撃に対する抵抗性を評価する方法として用
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いた。なお、試験温度は開発局の試験条件に準拠し供試

体温度－２０℃、室温－２０℃とした。カンタブロ試験

結果を図-9に示す。 

細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）及びＳＭＡ

（改質Ⅱ型）の損失率が約 14%で、両者の混合物はバイ

ンダーにストレートアスファルトを用いた粗粒度アスコ

ン及びＳＭＡ（ストアス）と比較して、骨材飛散抵抗性

の高い混合物であることを確認した。 

この結果は、ストレートアスファルトに比べて凝集力

の高いポリマー改質アスファルトの特性に起因すると推

察される。 

 

 

図-9 カンタブロ損失率 

 

(6) その他の耐久性 

 各混合物の塑性変形抵抗性（耐流動性）を把握するた

め、ホイールトラッキング試験 4)に拠り動的安定度 

（以下、DS：Dynamic Stability）を計測した。各混合物

の DSを図-10に示す。 

試験の結果、ストレートアスファルトを使用している

粗粒度アスコンは、DS が 1,000（回／ｍｍ）未満、ＳＭ

Ａ（ストアス）で約 1,100（回／ｍｍ）であったのに対

し、改質アスファルトを用いた細密粒度ギャップアスコ

ン（改質Ⅱ型）及びＳＭＡ（改質Ⅱ型）は 3,000（回／

ｍｍ）以上の高い値を示した。 

 

 

図-10 動的安定度（ＤＳ） 

 

４．まとめ 

本検討の結果、細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ

型）は、水の滞留及び水平方向への拡散空間になり得る

混合物層底面の小さな間隙群の形成が少ない混合物で、

他の混合物と比較して水密性、耐水性、はく離抵抗性、

防水工の低損傷性及び骨材飛散抵抗性にも優れているこ

とを確認した。 

なお、ＳＭＡ（ストアス、改質Ⅱ型）は細密粒度ギャ

ップアスコン（改質Ⅱ型）と同様に水密性が高く、さら

にＳＭＡ（改質Ⅱ型）については骨材飛散抵抗性にも優

れた試験結果が得られた。しかし、これらは混合物層底

面の平滑性が低く、小さな間隙群の形成の割合が高いこ

とから非滞水性の面で懸念が残るほか、耐水性やはく離

抵抗性といった水分の影響による損傷に対する抵抗性に

劣ることから、ＲＣ床版上の基層用混合物としては細密

粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）がより適していると

判断することが出来る。  

また、塑性変形抵抗性の面では、橋梁部は車両の走行

位置が限定される等の理由から一般部に比べて流動しや

すいことを考慮すると、基層用混合物にポリマー改質ア

スファルトを使用することで塑性変形抵抗性を高め、流

動による補修頻度の低減を図ることは有益である。 

以上の結果から、橋面舗装及びＲＣ床版の長寿命化を

図ることが可能な予防保全対策として、ＲＣ床版上の基

層用混合物に細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）を

用いることが有効であることが明らかとなった。 

この細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は、既に

現場での豊富な施工実績があり、施工が容易で品質や出

来映えにおいても信頼性の高い混合物であることから、

現場への適用性も高い。 
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路面すべり摩擦係数の推定による 
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 本研究では、客観的・統一的な冬期路面管理を推進させるために、気象条件、交通条件、路

面状態および舗装条件を考慮して凍結防止剤散布後の路面すべり摩擦係数を推定する手法

（路面すべり推定法）を構築した。本論文では、路面すべり推定法を基に、適切な冬期路面管

理作業を推奨し、 適な凍結防止剤散布量を計算する冬期路面改善シミュレータWIRIS
（Winter Road Surface Improvement Simulator、ウィリス）を構築するとともに、計算結果より

適な凍結防止剤散布量を踏まえて推奨対策について検証した。 
 

キーワード 冬期道路管理、凍結防止剤、コスト縮減、効率化、路面すべり摩擦係数 

 

 

1.  はじめに 

 

冬期道路では、雨水や融雪水の凍結、霜凍結、圧雪表

面の融解・再凍結などにより、極めて滑り易い路面が形

成される場合がある。冬期道路管理では、事前に凍結防

止剤散布（事前散布）を行い、凍結路面の発生抑止に努

めるとともに、発生した凍結路面に対しても路面すべり

摩擦係数（）の改善を目的に凍結防止剤散布（事後散

布）を実施している。一般的に、平地部など夜間の凍結

と日中の融解を繰り返すような地域では事前散布が、山

間部や北海道など昼夜を問わず路面が雪氷で覆われる期

間が長い地域では事後散布が、それぞれ主流となってい

る。平成3年度から平成6年度に亘る北海道での事前散布

と事後散布の比率はおよそ1：3である1)。新潟国道事務

所管内の新発田地区では全散布の約3割が事後散布と報

告されている2)。いずれにしても凍結防止剤散布は冬期

道路の安全性確保に欠くことができない対策であり、道

路予算の縮減や顕在化しつつある橋梁の塩害問題等を背

景に、その効率化は益々重要となっている。本研究では

事後散布に着目し、その効率化を目指す。 

事後散布作業を効率的・効果的に実施するための資料

として冬期路面管理マニュアル（案）3)や除雪・防雪ハ

ンドブック4)がある。冬期路面管理マニュアル（案）に

は、「散布は気温と雪氷量を総合的に判断し、状況にあ

わせて効果的な散布に心掛ける必要がある」と前置きし

た上で、気温-8℃程度を境に、それ以上では塩化ナトリ

ウムの散布を、それ以下では防滑材の散布を推奨してい

る（塩化カルシウムの場合は気温-12℃程度が境）。散

布量について、冬期路面管理マニュアル（案）には参考

値として薄い圧雪や氷板路面には30 g/m2、氷膜路面には

15 g/m2と記載されている3)。また、除雪・防雪ハンドブ

ックには路面水分の凍結防止を目的とする場合は標準散

布量として20～40 g/m2と記載されている4)。それでもな

お、路面雪氷状態が気象、舗装の種類、交通などの影響

を受けて多様に変化するため、散布作業を適切に判断・

実行することは依然として容易でなく、散布作業の体系

化が成熟しているとは言い難い。例えば、北陸自動車道

や新潟県の国道では気象の変動もあるが、凍結防止剤の

散布量は年々増大傾向にある2)、5)。 

以下に、現状の事後散布作業に関する問題点を挙げる。 

(i) 散布後の路面雪氷状態やを推定する術がなく、

事前に散布効果を評価できない。 

(ii) 散布作業内容の決定において、路面上の水分量、

交通および舗装の影響を十分に考慮できておら

ず、交通量や舗装の種類を問わず一律に凍結防

止剤を散布している。 

(iii) 圧雪層に凍結防止剤を散布し、圧雪表面の融

解・再凍結によって却って滑り易い路面の発生

を助長させる場合がある 6)。 
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上記(iii)に関しては、路面上の圧雪を取り除いてから散

布すべきであるが、どの程度の圧雪厚であれば散布効果

があるかを判断するための知見やツールが乏しいことに

問題の根幹がある。 

これまでに筆者らは、従来の気象条件に加えて、交通

条件、路面状態および舗装条件を考慮して凍結防止剤の

事後散布後のを推定する手法（路面すべり推定法）を

構築してきた 7)~9)。本研究では路面すべり推定法を基に、

適切な冬期路面管理作業を推奨する冬期路面改善シミュ

レータ:ウィリス(Winter Road Surface Improvement Simulator: 

WIRIS)を開発した。図-1 に示すように、冬期道路管理

に WIRISを活用することにより、事後散布内容をによ

って客観的に決定する事が可能になる。また、散布車の

オペレータの熟練度や主観に関係なく、誰であっても同

じ作業になるような統一的な事後散布の実施が促進され

る。これにより、過剰散布や過少散布が減り、確実な冬

期交通の安全性確保と冬期道路管理費用の削減が期待で

きる。 

本論文ではWIRISを紹介するとともに、WIRISによる計

算結果から氷膜・氷板（以下、凍結と総称）路面と圧雪

路面への凍結防止剤の事後散布について考察する。 

 

 

2.  路面すべり推定法 

 

以下に、図-2 に従って路面すべり推定法の理論を記

述する。 

同図の上部に記した凍結防止剤散布前の状態（以下、

状態 1）と同図の下部に記した凍結防止剤散布後に十分

に時間が経過して雪氷の融解と凍結防止剤の溶解が完了

した平衡状態（以下、状態 2）を考える。ここで、状態

1 における雪氷厚 Hi（mm）、即ち Hi-1（mm）、路面温

度 T（℃）、凍結防止剤の散布量Mss-in（kg/m2）、舗装の

種類および時間交通量Qv（台/h）は入力条件とする。  

状態 2 の（2）は次の 5 つのステップで求められる。 

ステップ 1：凍結防止剤散布によって発生した塩溶液

は、凝固点曲線 3)上の Tに対応する塩濃度 C（kg/kg）に

なるまで周囲の氷を融かすことで希釈する。従って、状

態 2 における C（C2）は T が既知であれば凝固点曲線

（図-3）から推定できる。本研究では、凍結防止剤に塩

化ナトリウムを選び、その凝固点曲線を二次関数、 

 63.102.001.02  TTC  (1) 

で近似させた。 

ステップ 2：路面上の凍結防止剤は道路勾配に伴う流

出（以下、表流損失塩）や通過車両に伴う飛散（以下、

車両損失塩）によって損失する。また、SMA 舗装や排

水性舗装では凍結防止剤は舗装内部への損失（以下、鉛

直損失塩）が生じる。これらの損失を考慮するために、

路面上の氷の融解に作用する凍結防止剤の質量を有効融

解塩量Ms-melt（kg/m2）と定義し、式(2)で与える。 

 

図-2 路面すべり推定法の概念図 

 

 

図-3 塩化ナトリウムの状態図3) 

 

図-1 冬期道路管理へのWIRISの活用イメージ 

〇従来 

天気予報 

パトロール等 

目視や経験 

〇WIRISの活用 

天気予報 

パトロール等 

目視や経験 

＋ 

散布後のや必要散布量の推定結果

（いつ・どれくらい撒けば効果的

かを事前に把握できる） 

＋ WIRIS

過剰散布(コスト増加) 

過少散布(安全性低下) 

情報 情報 

判断 判断 

結果 結果 

客観的・統一的な散布 

（安全性向上、コスト削減） 
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   xvzinssmelts RRRMM   111  (2) 

ここに、Rx：Mss-in に対する表流損失塩量の比、Rz：Mss-in

に対する鉛直損失塩量の比（鉛直損失塩率）、Rv：Mss-in

に対する車両損失塩量の比（車両損失塩率）である。 

Rzは、Hiを用いて定式化されている 9)。 

21 aHaR iz   (3) 

式(3)中の係数 a1および a2は舗装の種類によって異なり、

表-1に示される 9)。 

Rvは、QvとTを用いて次のように表される 8)。 

 vv QbbR ln21   (4) 

  TTb 3
1 1064.266.0exp   (5) 









27.3
exp

33.162

TT
b  (6) 

なお、本研究では事後散布に起因して発生する塩溶液

は極薄層であるためRx = 0とする。また、圧雪路面の場

合は、発生した塩溶液が毛管作用により圧雪内に保持さ

れると考えられるので、Rz = 0およびRv = 0とした。 

ステップ 3：凍結防止剤散布に起因して発生する融氷

量Mi-melt(kg/m2)は、Ms-meltおよびC2との関係式、 

meltsmelti

melts

MM

M
C






2  (7) 

を変形して求められる。すなわち、 

meltsmelti M
C

C
M 




2

21
 (8) 

ステップ 4：式(9)に示すように状態 2の H（Hi-2）は、

Hi-1から式(10)に示す Mi-meltを換算した融氷厚 Hi-melt（mm）

を引いて求められる。 

meltiii HHH   12  (9) 

310
 


melti

melti

M
H  (10) 

ここに、：密度（kg/m3）であり、凍結路面と圧雪路面

で区別して与えられる。凍結路面では氷の密度i

（kg/m3）として T を変数にした関数で与えられ 10)、圧

雪路面では雪の密度s（kg/m3）として車の走行による圧

密 11)を考慮して与えられる。すなわち、 









0.500

4.9161.0

s

i T




  (11) 

ステップ 5：凍結での2は式(12)のと Hiの関係式 7)の

HiにHi-2を代入して算出される。 

  32212 exp cHcc i    (12) 

ここに、c1、c2および c3：係数であり、舗装の種類別に

表-1に示される数値 7)を用いる。 

圧雪での2は、Hi-2、質量含氷率sおよびsから算出

される換算氷厚 '
2iH (mm)との関係式 12)を用いて算出

される。 '
2iH の計算式とと '

2iH の関係式をそれぞれ

以下に示す。 

i

ssi
i

H
H


 

 


2'
2  (13) 

  27.045.0exp17.0 '
22  iH  (14) 

なお、圧雪路面では舗装の種類は考慮されない。 

本論文では記載しないが、路面すべり推定法の計算精

度については、限られた条件ではあるものの、試験道路

で実施した野外試験を通じて検証されている。詳細につ

いては、参考文献8)を参照されたい。 

 

 

3.  冬期路面改善シミュレータWIRIS(ウィリス) 

 

(1)  概要 

図-4 に WIRIS の画面を示す。WIRIS は同図左の入力

画面と同図右の出力画面に分けられる。入力画面には、

「I. 計算条件」と「II. 管理水準」があり、全ての項目の

入力は必須である。入力の結果は、出力画面の「III. 計
算結果」および「IV. 推奨対策」に反映される。また、

推奨対策の横には検討事項の欄を設けており、さらに検

討が必要な事項を表示する。 

WIRISはMicrosoft Office Excelで作られており、EXCEL 

2000以降の後継版で作動する。 

 

(2)  入力情報 

表-2 は入力画面の項目一覧である。以下に各項目に

ついて詳細を記載する。 

a) 路面状態 

WIRIS は、｢凍結｣と｢圧雪｣の路面状態を対象とする。

よって乾燥や湿潤路面への凍結防止剤の事前散布は考慮

されない。凍結と圧雪の路面状態の違いにより、式(11)

に示すように Hi-2 を計算する際のが異なる。また、式

(12)および(14)に示す2を求める式も異なる。  

表-1 舗装の種類に関連する係数 

係数 
Rz 2 

a1 a2 c1 c2 c3 

密粒度舗装 0 0 0.42 -3.0 0.05 

SMA舗装 -0.33 0.80 0.47 -4.1 0.05 

排水性舗装 -0.29 0.96 0.54 -5.8 0.05 

 

(凍結路面) 

(圧雪路面) 
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b) 路面温度 T 

対象とするTを入力する。 

c) 雪氷厚Hi-1 

対象とする Hi-1の厚さを入力する。参考文献 9)に示し

たが、SMA 舗装および排水性舗装は水分が舗装内部で

貯留・浸透するため、その Hi-1 は同じ水分供給量 Mw-in 

(kg/m2)であっても密粒度舗装に比べて薄い。参考まで

に、各舗装における Mw-inと Hiの関係式 9)を以下に示す。 

密粒度舗装： inwi MH  09.1  (15) 

SMA舗装 ：
 

 













inwinw

inwinw

i
MM

MM
H

0.226.109.1

0.2023.0 2

 (16) 

排水性舗装：
 

 













inwinw

inwinw

i
MM

MM
H

0.258.109.1

0.2015.0 2

 (17) 

ただし、これらの関係は劣化のない舗装で求めたもので

ある。SMA 舗装および排水性舗装の Hiは、T に加えて

舗装のテクスチャや排水機能に依存すると考えられる。 

d) 凍結防止剤の散布量Mss-in 

任意の Mss-in を設定可能であるが、散布実態に即して、

1章に記載したように 20～40 g/m2程度を設定することを

推奨する。  

e) 交通量Qv 

対象とする区域を｢都市部｣、｢郊外部｣、または｢山間

部｣から選択する。これらの区域の Qvは 1000、100 およ

び 10 台/h にそれぞれ設定される。対象とする路線の Qv

については道路交通センサス等を参考にされたい。 

f) 舗装の種類 

対象とする舗装を｢密粒度舗装｣、｢SMA 舗装｣、また

は｢排水性舗装｣から選択する。この選択により、表-1

に示す係数が変化する。 

g) 水準sta 

対象とするの水準sta を｢低管理｣、｢中管理｣、ま

たは｢高管理｣から選択する。低管理から順にsta は

0.15、0.25、または 0.35 にそれぞれ設定される。なお、

sta = 0.15および 0.35は氷結路面と湿潤路面における制動

停止距離(設計速度 50 km/h)に必要な数値として、道路

構造令 13)に定められている。また、フィンランドでは、

 < 0.20 を凍結状態として滑り易い路面、 ≥ 0.30 を乾

燥・湿潤状態として滑り難い路面と定義されている 14)。 

h) 除雪水準Hsf-sta 

対象とする除雪水準を｢5 cm｣、｢10 cm｣、または｢15 

cm｣から選択する。一例として、北海道の国道における

新雪除雪の出動水準は、累計降雪量5～10 cmを目安とし

て定められている15)。 

 

(3)  出力情報 

a) 対策の要否 

ここでは、除雪作業と散布作業の要否を示す。まず、

表-2 入力項目の一覧 

I. 計算条件 

a.路面状態  凍結 圧雪 

b.温度 T 0℃以上 

c.雪氷厚 Hi-1 0 mm以上 

d.凍結防止剤の

散布量 Mss-in 
0 g/m2以上 

e.区域(交通量)  

Qv 

都市部 

(1000台/h) 

郊外部 

(100台/h) 

山間部 

(10台/h) 

f.舗装の種類 密粒度舗装 SMA舗装 排水性舗装

Ⅱ. 管理水準 

g.水準 sta 
低管理 

(0.15) 

中管理 

(0.25) 

高管理 

(0.35) 

h.除雪水準Hsf-sta 5 cm 10 cm 15 cm 

 

 
図-4 冬期路面改善シミュレータWIRIS 
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除雪作業に関して、Hi-1 と除雪水準の累計降雪量 Hsf-

sta(cm)を式(18)で変換した路面雪氷厚 Hi-sta(mm)を比較し、

Hi-1 ≤ Hi-staの場合に｢除雪不要｣、逆に Hi-1 > Hi-staの場合に

｢要除雪｣と表示される。 

sf

ssta-sf
stai

H
H




10
  (18) 

ここに、sf：降雪密度（kg/m3）である。また、散布作

業に関して、1 と水準sta を比較し、1 > sta の場合に

｢散布不要｣、1 ≤ staの場合に｢要散布｣と表示される。 

b) 凍結防止剤散布後 

2章で述べた理論に従い、Hi-2と2を表示する。  

c) 推奨対策 

推奨対策は、図-5 のフローに従って｢除雪｣、｢凍結防

止剤散布｣、｢防滑材散布｣、または｢監視｣から判別され

る。以下に判別の詳細について述べる。 

まず、路面状態の中で｢凍結｣を選択した場合について

述べる。WIRIS の出力結果より、の水準値sta ≤ 1 の

場合は｢監視｣が選択される。sta > 1の場合は、staまで

改善させるために必要な凍結防止剤散布量Ms-min (g/m2)と

Mss-inを比較し、Ms-min < Mss-inの場合は｢凍結防止剤散布｣が

表示される。また、検討事項の欄には｢凍結防止剤散布

量の削減｣と表示され、さらに Ms-minも表示される。Ms-min 

≥ Msの場合は｢防滑材散布｣が表示される。検討事項欄に

は｢凍結防止剤散布量の増加｣と表示される。 

路面状態で｢圧雪｣を選択した場合は、除雪水準 Hi-staと

Hi-1を比較し、Hi-sta < Hi-1で｢除雪｣が表示される。Hi-sta ≥ Hi-1

では、上述の｢凍結｣を選択した場合と同様にsta と1 お

よび Ms-minと Mss-inの比較を行い、｢監視｣、｢防滑材散布｣、

または｢凍結防止剤散布｣が選ばれる。なお、｢防滑材散

布｣が表示された場合は、検討事項の欄に｢凍結防止剤散

布量の増加｣と｢除雪水準の低下｣と表示される。 

 

4.  計算結果に関する検証 

 

(1)  凍結路面 

図-6 は凍結路面での WIRISの計算結果であり、(a)は

区域・交通量が Ms-min に及ぼす影響について、(b)は水
準が Ms-min に及ぼす影響について、それぞれ示す。これ

ら計算条件は同図に示されるとおりである。 

まず、同図(a)の区域・交通量に着目する。いずれの

区域においても、T が低下すると融氷量が減少するため

Ms-minは必然的に増大する。また、同じ T であっても山

間部、郊外部、都市部の順で（Qv が多くなるほど）

Ms-minは大きくなる。これは Qvが大きいほど車両による

凍結防止剤の飛散が顕著になるためである。 

次に、同図(b)の水準について述べる。本計算条件

のHi-1 = 0.4 mmに対して1 = 0.18であるため、低管理

（sta = 0.15）ではTに関係なく散布は必要としない。中

管理と高管理を比較すると、高管理sta = 0.35のMs-

minは中管理sta = 0.25のそれに比較しておよそ2倍とな

る。また、Mss-in = 30 g/m2と設定した場合、2 > staを満

たすTは、中管理では-10.9℃以上、高管理では-2.2℃

以上となる。 

 

 
(a) 区域・交通量



(b) 水準 

図-6 凍結路面における必要凍結防止剤散布量 

No 

図-5 推奨対策の判別フロー 

 

入力 

路面状態 

sta > 1 Hi-sta < Hi-1 

Yes 

Yes 

No 

sta >  1 

Yes

Yes No

監視 

No 

No 

凍結 

除雪

圧雪 

Ms-min < Mss-in 

Yes 

Ms-min < Mss-in 

凍結防止
剤散布 

防滑材
散布 

凍結防止
剤散布 

防滑材
散布 
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(2)  圧雪路面 

圧雪路面における Ms-min と推奨対策に関する計算の条

件および結果を図-7 に示す。同図(a)は高管理の結果

であり、(b)は中管理の結果である。 

同図(a)の高管理をみると、推奨対策は、Hi-1 < 1.7 

mmではsta <  1より｢監視｣となる。1.7 ≤ Hi-1 < 2.1 mmで

は｢凍結防止剤散布｣となる。Hi-1 ≥ 2.1 mm では、Ms-min > 

Mss-inとなることを意味する。本計算条件の Hsf-sta = 10 cm

ではHi-sta = 5.1 mmとなるため、2.1 ≤ Hi-1 < 5.1 mmでは「防

滑材散布」が表記され、Hi-1 ≥ 5.1 mm では「除雪」が選

択される。同図より Ms-minは Hi-1の増大とともに線形的に

増加することが知れる。ここで、1章(iii)で述べた圧雪路

面への散布について考察する。同図において、｢防滑材

散布｣を｢凍結防止剤散布｣で代替しようとすると Ms-minは

大 222 g/m2となり、実際の散布量と比較して過剰で現

実的でない。代替策として、Hsf-staを 5 cm に下げること

で、Ms-minは 大 55 g/m2まで低下させることができる。

この他に後述するように水準を下げると散布は不要に

なる。 

同図(b)の中管理について述べる。Hi-1 < 5.1 mmでは

｢監視｣となり、それ以上で｢除雪｣となる。気温-8℃かつ

sta = 0.35では｢凍結防止剤散布｣および｢防滑材散布｣の選

択は無くなる。 

 

 

5.  おわりに 

本研究では、客観的・統一的な冬期路面管理を推進さ

せるために、凍結防止剤散布後の路面すべり摩擦係数
の推定法を基にした冬期路面改善シミュレータ

WIRIS(Winter Road Surface Improvement Simulator、ウィリ

ス)を構築するとともに、計算結果より必要な凍結防止

剤散布量を踏まえて推奨対策について検証した。 

凍結防止剤の 適化を図る上で、凍結防止剤の散布効

果を評価することは不可欠である。本研究により、従来

までの気温だけでなく、雪氷厚、交通条件および舗装条

件を考慮して、凍結防止剤の散布量の決定および適切な

対策を判断できる可能が高まった。 

今後は、WIRIS の有効な活用に関して道路管理者と協

議し、今まで以上に合理的かつ客観的な冬期道路管理方

法の提案を行う。 
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別紙２（論文）

那覇空港滑走路増設事業における

施工期間短縮への取り組みについて

～平成31年12月の工事完成を目指して～

荒木 幸宏1・飯塚 幸司1

1内閣府 沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 那覇空港新滑走路整備推進室 第一工事課

（〒901-0142 沖縄県那覇市鏡水344）

那覇空港滑走路増設事業は、当初は平成33年3月末の供用開始を予定していたが、地元沖縄県からの早

期供用という強い要望を受け、工事完成は平成31年12月、供用開始は平成32年3月を目指すことになった。

本事業の施工場所はこれまでに施工実績がない外海に面した高波浪海域であり、加えてリーフを有する特

異な地形となっている。更に、冬季の施工条件も想定より厳しいものであった。このような厳しい条件下

で平成31年12月の工事完成を目指して取り組んだ施工期間短縮の取組や、関係者間での情報共有を図るこ

とを目的に構築した工事情報化システムについて報告する。

キーワード 施工期間短縮 滑走路増設 護岸工事 埋立工事

1. はじめに

本事業は、当初、平成33年3月末の供用開始を目指

した計画であったが、地元沖縄県からの早期供用と

いう強い要望を受け、平成32年3月に供用開始する計

画に見直しを行った。

当初計画も厳しい計画工程であり、課題は多くあ

った。以下の取組みを実施することで、沖縄県の要

望する供用開始時期を実現することとした。

・土砂搬入能力が高い作業船の調達

（県外からの調達）

・護岸工事の並行作業及び一部前倒し

（実績の無い場所での施工）

・資材や人員の集中投入による全体工程の短縮

（適切な時期に必要量の調達が可能に）

・沖縄県(埋立免許権者)の手続き等の協力

（審査期間の短縮）

また、供用開始が12ヶ月間早まったことにより工事

の輻輳や増設工事関係者間での情報を適切に共有す

ることが必要であることから、「工事情報共有シス

テム」を構築した。

以下に、事業概要、工事実施における課題、工事

実施における課題に対する対応、今後想定される課

題と対応、本事業の進捗状況について報告する。

本事業現場

図―1 本事業範囲位置図

2. 事業概要

本事業は、那覇空港の現滑走路から西へ約1,310m離

れた沖合海域に約160haを埋立し、長さ2,700m、幅60m

の滑走路1本を増設する那覇空港の増設事業である。

整備実施手順としては、まずは護岸工事により埋

立護岸の形成を実施する。

次に護岸工事完了後、埋立工事(埋立土量：約990万

m3 埋立面積:160ha)並びに進入灯工事（南側：575m、

北側：540m）を行い、埋立工事が完了次第に舗装工

事及び空港施設工(無線施設・航空灯火)を行う。

那覇空港

瀬長島

N
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舗装工事・空港施設工

舗装工

護岸工事

護岸工

ケーソン式護岸

埋立工事

揚土場所
および埋立順序

図－２ 主な施工ステップ図

3. 工事実施における課題

(１)厳しい現場条件

本現場は、今までに施工実績が無い外海での施工

であり、高波浪の影響を受けやすい現場環境となっ

ている。工事着手後も台風及び高波浪の影響により、

度々作業の中止を余儀なくされている。

特に高波浪の影響を受けやすい北工区では頻繁に

作業中止(平成26年11月～平成27年2月休止率 78.3％)

となっており、実施工程の遅れが懸念されているこ

とから、施工期間短縮の取組みが必要である。

図－３ 傾斜堤護岸への高波浪の来襲

(２)護岸工事の材料不足

本現場は、遮蔽物が無く直接外海に面しているこ

とから、台風や冬季風浪の影響で安定的に連続した

施工日を確保することが困難な状況となっている。

よって、施工可能な時期に集中して多くの資材を

調達し、集中的に工事を実施せざる得ない状況とな

った。

図－４ 那覇空港衛星写真

更に、護岸工事の主要資材は石材であるが、当初

想定していた沖縄県内の石材供給能力に制約があり、

増設工事で必要とする時期に必要量の石材が確保で

きないことが判明した。

(３)工事の輻輳による情報共有

本事業は、全体工程が短縮されたことにより、海

上工事と陸上工事といった様々な工事を同時期に並

行して施工せざるを得ない状況(最大31件)となってい

る。

また、工事が集中したことにより広大な作業ヤー

ドも必要となる。しかし、現場周辺でまとまった作

業ヤードが確保できないことから、施工箇所も複数

（那覇空港、浦添市、糸満市、沖縄市、うるま市）

に分かれることになったため、以下に増設工事関係

者間で関連する工事情報を共有するかが課題となっ

た。

4. 工事実施における課題に対する対応

以上の工事実施に伴い発生した課題により、実施

工程の遅れが懸念されることから、厳しい現場条件

に対応した施工方法の工夫、材料不足への対応、工

事情報化システムの構築について取り組んだ。

(１)厳しい現場条件に対応した施工方法の工夫

主な施工方法の工夫として、陸上施工によるケー

ソン製作、材料変更による護岸荒均し作業の省略化、

ケーソン蓋コンクリートのプレキャスト化を実施し

ており以下に紹介する。。

① 陸上施工によるケーソン製作

沖縄県では、陸上でのケーソン製作の実績は無く、

フローティングドック船によるケーソン製作が一般

的である。しかし、本事業では、短期間に60函ものケ

ーソンを製作する必要があり、これに対応できるフ

ローティングドック船を沖縄県内外から調達するの

は困難であった。検討の結果、空港に隣接する那覇

港においてケーソンを陸上製作が出来るヤードを確

保するよう調整が出来たことから、フローティング

ドック船による製作から陸上製作に変更し同時並行
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で複数のケーソンを製作することが可能になり、施

工期間短縮に繋がった。

但し、製作したケーソンを吊り下ろす大型起重機

船は県内に無いことから、県外から調達することが

生じた。

図－５ ケーソンの陸上製作

② 護岸荒均し作業の省略化（高伸度シートの採

用）

護岸から埋立材の流出を防止するために敷設する

防砂シートは、敷設する前にシートの破損を防ぐた

め護岸の荒均し作業が必要である。しかし、工程短

縮の観点から検討した結果、防砂シートの規格を高

伸度性（伸び率を60％以上から110％以上）に変更す

ることで、防砂シート敷設前に行う護岸裏込部の荒

均し作業を省略すること可能となり、約2ヶ月の施工

期間短縮になった。

図－６ 防砂シート敷設状況について

③ ケーソン蓋コンクリートのプレキャスト化

ケーソン据付けの一連の作業は、艤装→浮上→曳

航→据付→中詰砂投入・均し→蓋コンクリート打設

→根固ブロック据付といった通常９日（稼働率含ま

ず）の継続した施工日が必要となる。しかし、当該

海域は、台風や冬季風浪の影響で連続した施工日を

確保することが出来ない場合もあることから、ケー

ソン据付後に実施するケーソン蓋コンクリートをプ

レキャストコンクリート版（PC版）に変更した。

PC版に変更したことにより、海上作業期間が短縮さ

れ、トータルで約2ヶ月の施工期間短縮に繋がった。

また、海上作業の日数が減ることで、被災リスクの

低減にも繋がった。

図－７ ケーソン蓋コンクリート設置状況

(2)材料不足への対応

当初の石材調達計画では、沖縄県北部にある本部

地区鉱山のみを想定していたが、当時は9件もの護岸

工事が同時期に実施される状況下で、台風の度重な

る来襲により休止日が多発したことから、施工可能

日に集中して石材を調達し施工する必要が生じた。

しかし、本部鉱山だけの調達では積出能力に制約が

あり、増設事業全体で必要とする石材の確保が困難

であるため、施工可能日に石材の必要量が確保でき

るよう調達計画の見直しを図った。

まずは、沖縄県内で追加調達可能な鉱山を調査し

た。調査の結果、国頭鉱山及び石垣鉱山からも調達

可能であったが、必要量には不足していたことから、

沖縄県外とはなるが運搬時間も踏まえ奄美大島鉱山

からも石材調達を行うよう調達計画を見直した。

その結果、本部鉱山、国頭鉱山、石垣鉱山、奄美

大島鉱山の4鉱山から石材を供給することで、安定的

な調達が可能となり工程を約４ヶ月短縮することが

できた。

また、県外産の奄美大島鉱山から調達するにあた

っては、沖縄県の『公有水面埋立事業における埋立

用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例』に基

づき、沖縄県知事に搬入予定日の90日前までに必要な

10項目（埋立用材の種類・用途・数量・採取場所、搬

出経路・特定外来生物の付着又は混入の調査結果

等）について届出を行った。

また、県外産の石材を海上投入する際には、投入

前に石材に特定外来生物の付着・混入のないことを
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確認してから投入を行っている。

現時点で使用した県外産石材には特定外来生物の

付着・混入は確認されていない。

当初鉱山ルート

追加鉱山ルート

図－８ 各鉱山の位置図

図－９ 特定外来生物混入有無確認状況

(3)情報共有の取り組み

施工期間が5年10カ月と厳しい工程で計画され、大

規模工事から小規模工事、陸上工事や海上工事等と、

多岐にわたる工事が同時期に実施される計画となっ

ている。工事が円滑且つ安全に進めるためには如何

に関係者間で情報共有が図れるかが重要であること

から、工事情報化システムの構築を行った。

工事情報化システムは、日々の作業現場の確認や

工程調整、進捗状況の確認、埋立情報、水質監視情

報等など、相互調整に必要な情報を効率的に把握が

確認できるシステムとした。工事情報化システムが

構築されたことで、関係者間での情報共有が図られ

本事業の円滑化に繋がっている。

埋立進捗図

全体進捗状況

図－９ 工事情報化システムの全体進捗図・埋立

進捗図

5. 今後想定される課題と対応

本事業は現在、埋立護岸が約90％概成しており、2

工区、3工区、4工区及び6工区(平成28年9月現在)が外

海と締め切られた。平成27年9月より6工区から埋立工

事が開始されている。現在は、6工区の水中部埋立が

完了し、平成28年4月からは3工区の水中部埋立工事を

鋭意施工中であり、順次2工区の水中部埋立工事へ着

手予定で、本事業の主要工事が護岸工事から埋立工

事へと移行してきている。

本事業を今後も遅延無く完成させるためには埋立

工事の課題についても十分な対応が必要である。

図－１０ 本事業の工区割り

(1) 埋立工事の課題・対応

埋立工事の課題は．下記のとおりである。

・埋立材投入に伴う濁り

・埋立材のゾーニングに伴う投入管理

a)埋立材投入に伴う濁りについて

埋立材を投入するに当たっては、埋立用地内から

外海に濁水等が流出しない対策が必要である。濁水

等の流出防止策として、護岸の裏込部に防砂シート

を敷設し、その後フィルターの役割を果たす

- 213 -



海砂の層を形成することとしている。フィルター層

を設けることで、濁水がフィルター層の中で濾過さ

れることとなり、外海への濁り流出防止となる。

しかし、以上の対策の実施にあたっては、工程上

フィルター層の施工を優先して実施する必要があり、

材料となる砂を優先して調達するなど、適切かつ確

実な埋立施工計画が必要である。

b)埋立材のゾーニングに伴う投入管理について

埋立後は、滑走路及び誘導路の舗装工事となるが、

良好な舗装を実施するためには滑走路・誘導路部の

良質な路床を確保する必要があり、その管理のため

埋立材のゾーニングを実施している。

滑走路及び誘導路の直下には、非液状化材である

岩ズリ、その他の箇所については、海砂、浚渫土及

び公共残土を投入するゾーニングを行っている。

（調査班に確認）

また、設計で決定したゾーニングと実際の施工で

投入した材料がどのようになっているのか管理する

必要があり、埋立工事の投入管理が把握できる工事

情報化システムを活用するなど、効率的な施工管理

を行うこととしている。

滑走路 誘導路

断面図
西側護岸

東側護岸

滑走路部（岩ズリ優先）

誘導路部（岩ズリ優先）

海砂・浚渫土・公共残土

海砂

海砂

海
砂

海
砂

海砂・浚渫土・公共残土

図－１１ 埋立工事のゾーニング断面図・平面図

6. 進捗状況

平成26年1月の工事着手から平成28年9月までに2年9

ヶ月を経過し、全体工程の折り返し地点となってい

るが、これまでに報告した課題への対応により着実

に進捗してきている。以下に、進捗状況を報告する。

本事業は6工区（Ⅰ工区～Ⅵ工区）に分けて実施す

ることとしているが、先行して浚渫工事や資機材運

搬用の仮設桟橋工事を実施し護岸工事へ着手、各工

区の護岸を締切次第埋立工事に着手してきており、

平成28年8月末現在で護岸工事が約94％、埋立工事が

約11％完了している。（最新データーに）

また、平成26年1月の工事着手から、平成28年9月末

現での約2年9ヶ月の短い期間に92件もの工事を契約し、

80件の工事が完了している。

浚渫工事：浚渫土量 約26万m3

製作工事：ケーソン60函

各種ブロック約5万4千個

通水函3函

護岸工事：約8.0km護岸築造

傾斜堤護岸：捨石投入150万m3

ケーソン式護岸：全60函 57函据付済

埋立工事：約118万m3埋立済

:仮設桟橋等

:護岸工事（ケーソン式）

（ :主な概成箇所）

:護岸工事（傾斜堤）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅴ

護岸工事等実施状況（契約済箇所）

１５函中１５函据付済

２９函中２９函据付
済

１２函中１２函据付済

平成２８年９月２３日時点

Ⅵ

:埋立工事

（４函中1函
据付済）

仮設桟橋１ 仮設桟橋２

仮設橋

Ｎ

Ⅵ工区埋立工事

（平成２７年９月１４日よ
り埋立開始し、平成28年
5月31日埋立完了）

Ⅲ工区埋立工事

（平成２８年４月５日より
埋立開始）工事用道路

図－１２ 全体進捗状況

表－１ 工種別工事契約件数

種別工事
契約済
工事

完了工事 施工工事

浚渫工事 6 6 0

製作工事 52 50 2
仮設桟橋工事 3 3 0
護岸工事 17 14 3
埋立工事 5 1 4
進入灯工事 1 0 1
その他工事 8 6 2

合計 92 80 12

図－１３ 那覇空港進捗状況(平成28年8月現在)

7. まとめ

本事業着工後、想定以上に厳しい気象・海象条件

等の中で工事を実施せざるを得ず実施工程の遅延等
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も懸念されていたが、様々な取り組みにより全体工

程に影響が無いように工事を進めている。

本事業の完成まで、残り3年1ヶ月となり、今後は護

岸から、本格的な埋立工事、舗装工事へと工種が変

わってくることから、新たな課題も出てくるかと思

われる。今後も、その課題に対し臨機応変に対応し、

平成31年12月には本事業を完成できるよう引き続き取

り組んで行く。
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別紙－１ 

ヘリコプターからの斜め写真を用いたSfM 

による天然ダム形状の計測 
 

 

赤澤 史顕1・高橋 佑弥1・黒岩 知恵1・藤村 直樹1・水野 秀明1 

 
1国立研究開発法人土木研究所 土砂管理研究グループ （〒305-8516 茨城県つくば市南原1-6） 

 

 天然ダム決壊による土砂災害を軽減するには、迅速に土砂・水の氾濫範囲を推定し緊急情報

として住民等に周知する必要がある。そのための情報として天然ダムの形状が必要となるが、

迅速かつ容易にその形状を把握する手法は十分に確立されていない。近年、SfMと呼ばれるデ

ジカメ画像から三次元形状を作成する技術が開発されており、これを天然ダム形状の計測に適

用できる可能性がある。そこで、本検討ではSfMを活用しヘリから撮影した写真から天然ダム

形状の計測を試みた。その結果、計測結果は航空LPによる計測に近い値を示した。災害直後の

計測としてSfMにより迅速かつ簡便に天然ダム形状が把握できる可能性があることが示された。 

 

 

キーワード 天然ダム，SfM（Structure from Motion），斜め写真，三次元形状 

 

 

1.  はじめに 

  

地震や豪雨により山腹斜面が崩壊し、崩壊した土砂が

河川をせき止めると天然ダムが形成される。天然ダムの

上流域に溜まった水が越流すると、流水により天然ダム

が急激に侵食され、溜まっていた水と土砂が一気に流出

し、下流に甚大な被害を及ぼすことがある1)，2)。天然ダ

ム決壊による被害を軽減するためには、早期に天然ダム

を発見し、被害の規模および範囲を推定することが重要

となる。 

近年では、天然ダム決壊を起因とする土石流の氾濫範

囲を計算する数値シミュレーション手法が提案されてお

り、天然ダムの位置と形状が把握できれば被害規模・範

囲をある程度再現できることが報告されている3)，4)，5)。

そのため、天然ダムが形成された場合、天然ダム形状の

計測とその計測結果を基に土石流氾濫範囲の推定が行わ

れる。 

天然ダム形成直後の形状の計測手法に関しては、現在、

ヘリコプターからの長距離レーザ距離計による計測が行

われている6)。その他の手法として、航空レーザープロ

ファイラーによる計測も考えられるが、計測結果の解析

に時間を要することが課題となっている。そのため、天

然ダムが形成した直後では、決壊による被害範囲の情報

を避難のための情報として早急に求められることから、

計測後すぐに結果を使用できる長距離レーザー距離計が

用いられている。 

一方で、ヘリコプターからの長距離レーザー距離計に

よる計測は幾つか課題がある。一つ目の課題としては、

計測地点の位置を上空から決めるのは難しいことが挙げ

られる。天然ダムの縦断的な形状を計測するため長距離

レーザー距離計により、越流開始地点と天然ダム下流末

端の地点の計測が行われるが、天然ダム形成直後は等高

線のデータもなく、上空からの目視により堆積土砂の高

低を判断して計測点を決めるのは容易ではない。二つ目

の課題としては、計測地点にレーザーを当てるのが難し

いことが挙げられる。長距離レーザー距離計による計測

は、計測者がヘリコプターに搭乗しレーザー距離計を手

に持って計測を行うため、ヘリコプターの揺れや手ぶれ

によって、実際に測定した地点と目標の計測地点がどう

してもずれてしまう。そのため、計測者はある程度の熟

練度が求められる。 

これらの課題を踏まえると、天然ダム形成直後の被害

規模推定のための天然ダム形状の計測には、①天然ダム

の三次元的な地形形状を計測できること、②熟練度をそ

れほど要しないこと、③避難のための情報を早急に通知

するため計測結果をすぐに出せること、が求められる。

これらの要求を満たす技術として、複視点のデジカメ画

像から対象物の三次元形状データを得ることができる

SfM（Structure from Motion）による天然ダム形状の計測が

考えられる。 

SfMを利用した地形計測の検討は近年幾つか行われて

おり、計測対象を複数方向から撮影し、その画像から三

次元的形状を生成できることが確認されている7)，8)，9),，10)。 
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図-1  SfMによる処理のフロー（左：既往研究で行われている処理の流れ，右：本検討の処理の流れ） 

 

 

SfMを用いれば天然ダムを複数方向からデジカメにより

撮影することにより、その三次元的な形状を計測できる

ことが期待される。一方で、SfMによる計測結果である

三次元モデルに地球上の位置を示す地理座標（緯度、経

度、標高）を付与するためGCP（地上基準点）を少なく

とも3点以上設置する必要があるが、このGCPを設置す

るため別途GNSS（GPS）測量等の他の測量結果が必要

となることが指摘されている9)，10)，11),。しかし、天然ダ

ム形成直後は、道路が寸断されていることも多く、現地

へアクセスすることが困難である場合が多い、そのよう

な状況でGCPを設置するための測量を行うことは容易で

はないと考えられる。そのため、天然ダム形成直後の形

状の計測には、GCPの設置が必要とならない方法が望ま

しい。 

そこで、本研究では、GPS付きのデジカメを用いるこ

とにより予め座標データが埋め込まれた写真を基にSfM

を行い、GCPを設置せずに地理座標が付与された三次元

の地形モデルを作成する方法について検討した。本研究

では、既存の宮城県栗原市湯浜地区の天然ダムを対象と

して、ヘリコプターから斜め写真を撮影し、その撮影さ

れた画像を基にSfMを行い地形モデルを作成した。作成

した地形モデルは、同じ場所において実施された航空レ

ーザープロファイラーによる計測結果により検証を行い、

どの程度の精度があるのか検討した。 

 

 

2.  検討内容 

 

本研究では、既存の宮城県栗原市湯浜地区の天然ダム

を対象としてヘリコプターから写真撮影を行い、その撮

影画像を基にSfMによる処理を行い、地形データ

（DSM）を作成した。 

 

(1)  使用したソフトウェアおよび機材 

SfMソフトウェアには、既往研究例えば8)，9)，10)によく用

いられている商用ソフトウェアのPhotoScan（Agisoft社，

Professional Edition ， Version 1.2.3 ）を用いている。

PhotoScanは撮影した写真を入力すれば、SfMの一連の処

理を比較的簡単な操作で行うことができる。処理を行う

際に用いたPCは、OSがWindows７（64bit版），CPU

（3.6GHz，スレッド数8），メモリが32GB，グラフィッ

クボードが無いものを使用している。写真撮影には，

Nikon D7000（約1600万画素）を使用し、撮影時の条件

としては、f=5.6，シャッタースピード1/400～1/250，ISO-

100，オートフォーカスで撮影した。 

 

(2)  本検討によるSfM処理のフローとその特徴 

図-1には、SfMで写真画像から三次元モデルを生成す

るまでの流れについて既往研究による処理の流れと、本

検討で行った方法による処理の流れを示している。 

既往研究で行われている処理の流れとしては、図-1の左

のフローに示されているように、デジカメによる写真撮

影の後、SfMソフトによって処理を行う。SfMソフト内

の処理としては、まず写真の撮影位置が推定され、そこ

から三次元モデルとして撮影対象の三次元形状が構築さ

れる。その後、構築された三次元モデルに地理座標を付

与するため、GCPの設定を行い、地形モデル（DSM）が

出力される。GCPを設定するためには、計測対象上で少

なくとも3つ以上の点の座標値（緯度、経度、標高）が

既知である必要があり、GNSS（GPS）等の別の測量結

果が必要となる。そのため、この方法を天然ダム形成直

後のような現地へのアクセス困難な状況において適用す

る場合、天然ダム周辺において座標値が既知である点が

少ない場合が多く、GCPの設定が課題となる。 

一方、本検討の処理は、図-1の右のフローに示されて

いるように、写真撮影の際にGPS付きのデジカメを使用

することにより、GCPの設定をしていないという特徴を 
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写真-1  湯浜地区の天然ダム（2016年6月29日撮影） 

 

 

図-2  航空機からのオルソ画像 

 

写真-2  搭乗したヘリコプター（ほくりく号） 

 

 

図-3  SfMと航空LP測量の等高線（10m毎）の比較 

 

持っている。GPS付きのデジカメを使用することにより、

写真データに撮影位置の座標データ（緯度・経度・標

高）が埋め込まれる。それにより、GCPの設定をしなく

ても地理座標が付与された三次元モデルを作成できる。

そのため、GPS付きのデジカメを使用して天然ダムの周

囲から複数枚写真を撮影すれば、別途測量をしなくとも、

天然ダムの三次元的な地形データを計測することができ

る。 

 

(3)  検討対象 

本研究では、2008年6月岩手宮城内陸地震で生じた天

然ダムのうち、湯浜地区で生じた天然ダムを対象とした

（写真-1）。湯浜地区では天然ダムが形成されてから何

回か越流しているが、越流により堤体が大きく侵食され

ることはなく、天然ダム表面に自然流路が形成されてい

る。現在では対策工事が進められており、堤体上に床固

工、帯工、堤体下流部に鋼製セル堰堤が設置されている。

2016年6月29日にヘリコプター（写真-2）により上空を飛

行し、天然ダムの周囲から40～50枚程度写真を撮影し

SfMの処理を実行し、地形データ（DSM）を作成した。

SfMの処理に要した時間は4～8時間程度であった。 

 

 

3.  SfMにより作成した地形データの検証 

 

SfMによる処理を行い、作成した湯浜地区の天然ダム

の地形データ（DSM）を同じ場所で2013年に計測された 

航空レーザープロファイラー（LP）による地形データ

（DEM）により検証した。SfMによって作成した地形デ

ータはDSMとなり、樹木等の高さを含んだ地形データ

となるが、崩壊・堆積した土砂である天然ダム表面には

崩壊方向 

鋼製セル堰堤 
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樹木等の植生はなく、天然ダムの部分についてはLPデ

ータと比較が可能である。 

 

(1)  等高線による天然ダム形状、崩壊部の比較 

 天然ダムとその周辺部についてSfMによって作成した

地形データ、航空LPによる地形データについてそれぞ

れ等高線を作成し、GIS上で重ね合わせて比較した。重

ね合わせる際には、GIS上でSfMによる地形データを平

面直角座標系に変換した。 

 図-2には2013年に航空LPによる計測が行われた際の航

空機からのオルソ画像を示している。地震により斜面が

崩壊し、土砂が斜面下に堆積し、赤丸の部分において天

然ダムが形成されている。 

図-3にはSfMと航空LPによる10m毎の等高線を重ね合

わせたものを示している。天然ダム堤体部分について、

等高線の形状を比較すると、SfMと航空LPによる等高線

は若干異なるものの概ね同じ形状となっており、SfMに

より天然ダム形状が概ね表現できることが確認された。

次に、崩壊した斜面の部分について等高線を比較すると、 

崩壊部についてもその範囲や崩壊面の形状が表現されて

いることが分かる。 

 

(2)  縦断図による標高値の検証 

 計測された天然ダム堤体の標高値を検証するため縦断

図を作成した。湯浜地区の天然ダムは形成後の対策工事

によって、形状が若干変わっているものの、堆積した土

砂の多くはそのまま残っている。そのため、土砂が多く

残存している部分を天然ダム堤体として縦断図を作成し

た。それに加えて、湯浜地区の天然ダムは形成後の越流

により流路が形成されており、その流路についても縦断

図を作成した。 

 図-4には縦断測線の位置を示している。図-5はダム堤

体部の縦断図で、図-4の紫色の測線上の縦断図となる。

天然ダム天端の標高を比較してみると、SfMでは標高約

514m、航空LP測量では標高約520mであり、約6mの違い

であった。天端以外部分についても、SfMと航空LP測量

の標高値の違いは数m程度であり、SfMにより標高値が

概ね再現されている。 

図-6は流路部の縦断図で、図-4の橙色の測線上の縦断

図となる。流路部の標高値についても、上流からの距離

が0～350mの区間については数m程度の違いであった。

一方、上流からの距離が350～550mの区間については標

高値が異なっていた。この理由は、砂防堰堤による影響

であると考えられた。航空レーザ測量が行われた2013年

は鋼製セル堰堤が建設中で４基のうち両岸沿いの2基の

セルが建設されていたものの、図-2に示すように中心の

2基は設置されていなかった。今回、SfM処理に使用し

た写真の撮影時（2016年6月）には、4基の全セルが完成

しており、それにより堰堤上流に堆砂が進行し、上流か

ら350～550mの区間についてはSfMによる標高値が高く 

 

図-4  縦断測線の位置（紫：ダム堤体部，橙：流路） 
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図-5  ダム堤体部の縦断図 
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図-6  流路部の縦断図 

 

なり、堆砂面により標高値が一定となったと考えれる。

上流からの距離が520mの地点において、SfMとLPの標高

値の違いが15m程度で、設置されたセル堰堤の高さが

14.5m12)ということからも、上流からの距離が350～550m

の区間の標高値が違いは堰堤の影響であると考えられる。 

 

(3)  検証結果 

本研究によるSfM処理の方法により、天然ダム形状、
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標高を数m程度の精度で計測できることが分かった。航

空レーザ測量による標高値の計測の精度は1m，GNSS

（GPS）の精度は数m，レーザー距離計の精度は20m程

度6)といわれている。このことから、本研究の方法によ

る計測は、天然ダムの形状の計測を行うのに十分な精度

を持っており、天然ダム形成直後の被害規模推定のため

のダム形状の計測に活用できるのではないかと考えられ

る。 

 

 

4.  おわりに 

 

 本研究では、GPS付きのデジカメを用いたSfMにより

湯浜地区の天然ダム形状を計測し検証を行った。航空

LP測量との比較による検証の結果、本研究のSfM処理に

より、天然ダムの形状、天端の標高を数mの精度で計測

できることが分かった。 

本研究の手法は、GPS付きのデジカメを使用すること

により、既往研究のSfM処理でよく行われるGCP（地上

測量点）の設定をしなくとも、数mの精度で三次元的形

状を計測することができる。そのため、計測者はヘリコ

プターにより上空からGPS付きのデジカメで天然ダムの

写真を複数枚撮影し、SfMソフトで処理を行えば天然ダ

ムの三次元的形状を簡単に得ることができる。それに加

えて、SfMの処理に要する時間は数時間程度であり、短

時間で計測結果を得ることができる。 

本研究の手法は、天然ダム形成直後、すぐにその三次

元的形状が計測できるため、形成直後の被害範囲推定に

資することが期待される。 

 

謝辞：本研究の実施にあたり、国土交通省東北地方整備

局にはヘリ調査に関してご協力いただくとともに、岩手

河川国道事務所には航空レーザ測量のデータをご提供い
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別紙－１ 

液状化ハザードマップ作成のための 
地形分類情報の効率的整備手法の開発 

 
 

中埜 貴元1 
 
1国土地理院 地理地殻活動研究センター 地理情報解析研究室 （〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番） 

 

 液状化ハザードマップを作成する際に必要な液状化リスクの評価を，地形分類情報項目に基

づく経験則から適切かつ効率的に実施できるよう，地形分類情報項目とリスク評価基準の体系

をわかりやすく整理した．また，空間的に詳細に液状化リスク評価を行うため，250mメッシュ

サイズの地形分類情報を50mメッシュサイズで効率的に生成する手法を開発した．これにより，

地方公共団体による，地形分類情報を用いた液状化ハザードマップ整備の効率化が期待される． 
 

キーワード 液状化，ハザードマップ，地形分類情報，リスク評価基準  
 
 

1.  研究背景と目的 

 
平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震や平成28年

（2016年）熊本地震では多くの液状化被害が発生し，今

後の大地震に際しても同様の被害が懸念されている．こ

れまでの液状化研究により，液状化被害は緩く堆積した

砂地盤で，地下水位が浅い場合に発生することがわかっ

ている1）．このような条件が揃った場所（地形）として

は，旧河道や旧水部の埋立地，砂丘・砂州間低地などが

挙げられ，過去の地震でもこれらの地形で集中して液状

化が発生している2), 3), 4), 5)．したがって，その場の地形を

示す地形分類情報があれば，過去の液状化被害の実例に

基づく経験則から相対的な液状化のリスク評価が可能で

あり，いくつかの評価手法が示されている6), 7), 8, 9)． 
一方，液状化リスクを評価した地図である液状化ハザ

ードマップの整備率は，全国で約2割（2016年9月調査時

点）と低い状況にある．液状化ハザードマップは，各地

方公共団体が作成主体であるため，整備率の低さは財政

的な問題等も含めて様々な要因が考えられるが，評価に

使用する地形分類情報の不足とリスク評価手法の複雑さ

が一因と考えられる．さらに，東北地方太平洋沖地震の

際には，液状化ハザードマップが整備されていながらも，

地形分類情報の空間分解能が粗いことで，実際の被害地

域を十分に捉えられなかった事例が見られた．そのため，

地方公共団体の担当者でも理解しやすい地形分類情報項

目と液状化リスク評価手法であり，かつ，従来よりも空

間分解能が高く，全国の平野部をカバーするような地形

分類情報の整備が求められている． 
そこで本研究では，液状化リスク評価を地形分類情報

項目に基づく経験則から適切かつ効率的に実施できるよ

うにするため，地形分類情報項目と液状化リスク評価基

準の体系をわかりやすく再整理するとともに，空間的に

詳細な液状化リスク評価を行うため，既存の250mメッ

シュサイズの地形分類情報と詳細な標高データ等を併用

して，効率的に50mメッシュサイズの地形分類情報を生

成する手法を開発することとした． 
 
 

2.  液状化リスク評価の現状と課題 

 

 液状化リスク評価の手法としては，地盤の物理特性と

入力地震動から液状化対象層ごとに液状化に対する抵抗

率（FL値）を求めて評価する「FL法」10)や，FL値を深さ

20 mまで総合的に評価した液状化可能性指数（PL値）を

求めて評価する「PL法」11), 12)のような物理モデルを用い

た手法と，微地形区分などの地形分類情報と過去の液状

化被害の実例に基づく経験則から導かれた地形ごとの液

状化リスク評価基準から推定する手法6), 7), 8, 9)がある． 
前者の物理モデルを用いる手法は，正確な地盤の物理

特性が得られる場合はより的確な評価が可能となるが，

広範囲の地盤の物理特性を均質に得ることは困難である

ため，面的な評価が難しく，専門的な知識も必要となる．

一方，後者の経験則に基づく評価手法には，地形分類情

報が必須であるが，その情報さえあれば比較的容易に評

価が可能となる．全国的に整備されている地形分類情報

としては，250 mメッシュサイズの地形分類情報13)や都

道府県ごとの土地分類基本調査による地形分類情報（縮

尺5万分1）などがあり，主要平野部の場合は国土地理院
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が整備している1：25,000土地条件データ（以下「土地条

件データ」という．）があり，入手も容易である．ただ

し，この手法は評価が定性的で，評価手法も多数存在す

るため，液状化ハザードマップ作成担当者にとって選択

肢が複雑であるという課題がある．また，評価の空間的

な詳細さが使用する地形分類情報の詳細さに依存するた

め，液状化ハザードマップ等の地震防災マップは50mメ

ッシュサイズ程度の空間分解能で作成することが推奨さ

れており14)，空間的に粗い地形分類情報しかない場合は，

評価結果も粗くなってしまう． 

 本研究では，後者の経験則に基づく評価手法の課題

改善を目指し，研究開発を実施した． 
 

 

3.  研究開発の概要 

 
(1) 液状化ハザードマップ作成用地形分類情報項目と液

状化リスク評価基準の設定 
 本研究ではまず，液状化リスクと地形分類情報との関

係が整理された従来の多数の研究事例6), 7), 8), 15), 16), 17), 18)と，

東北地方太平洋沖地震における関東地方の実事例に基づ

く定量的な解析結果を総合的に勘案し，液状化ハザード

マップ作成に有効な平野部の地形分類情報項目とリスク

評価基準を設定した体系表を作成した19)．関東地方の実

事例に基づく定量的な解析では，東北地方太平洋沖地震

に伴う液状化分布情報20)と土地条件データとを重ね合わ

せ，地形分類ごとの液状化発生率を算出して，液状化リ

スクの大小の判断に使用した． 
 
(2) 50mメッシュサイズの地形分類情報の効率的作成手

法の開発 
 上記（1）で設定した液状化ハザードマップ作成に有

効な地形分類情報項目を既存情報を組み合わせて，50m
メッシュサイズで効率的に生成する手法を開発した．開

発にあたってはモデル地区として，詳細な地形分類情報

である土地条件データが整備されており，多種の地形分

類情報項目が含まれる5つの地区（関東1地区，関東2地
区，福岡地区，大分地区，宮崎地区）を選定した．使用

したデータは，250mメッシュ地形分類情報13)と基盤地図

情報5m及び10mメッシュデジタル標高モデル（DEM）

デ ー タ ， マ ル チ バ ン ド の 衛 星 画 像 デ ー タ

（TERRA/ASTER：15m及び30m解像度）である． 
ここでは，石井ほか（2011）など21), 22) の手法を参考に， 

250mメッシュ地形分類情報に対して5章で示す分類規則

を割り当てることで，50mメッシュサイズの地形分類情

報を生成するという工程の確立を目指した．分類規則は，

DEMデータから求めた傾斜度や起伏量等の地形量指標

とマルチバンド衛星画像データから求めた正規化植生指

標（NDVI）等を活用し，既存の250mメッシュ地形分類

情報と各指標の組み合わせから2分木法により50mメッ

シュ地形分類情報を生成する仕組みとした． 
 
 
4. 液状化ハザードマップ作成用の地形分類情報項

目とリスク評価基準の作成 

 

 液状化ハザードマップ作成用の地形分類項目とリスク

評価基準の体系表を表-1に示す．ここでは，液状化ハザ

ードマップに特化して分類項目を減らし，同一リスクレ

ベルの分類項目を集約することで簡素化を図った．表-1
では，液状化の発生可能性ごとに該当する地形分類情報

項目を表示しているが，地形分類情報項目ごとに液状化

の発生可能性を示しながら，従来の地形分類情報（土地

条件データなど）とも対応がつく形の体系表も作成した．

なお，「自然堤防」は比高5mを境界に，また「谷底平

野・海岸平野」と「扇状地」は勾配1/100を境界にそれ

ぞれ2分しているが，これらはDEMデータを用いて計算

することが可能である． 
 

 

5. 50mメッシュ地形分類情報の効率的生成手法の

開発 
 

(1)  分類規則の導出 

分類規則の導出は，以下の手順で実施した． 
①250mメッシュ地形分類情報の50mメッシュ化 
②土地条件データの地形分類情報項目の液状化ハザード

マップ作成用地形分類情報項目への再分類 
③上記①と②のデータのオーバーレイ解析による上記①

 

 

表-1  液状化ハザードマップ作成用地形分類情報項目とリス

ク評価基準体系表 
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の地形分類情報項目と液状化ハザードマップ作成用地

形分類情報項目との対応づけ 
④各50mメッシュにおける8つの地形量指標（平均標高，

平均傾斜度，地上開度等）と衛星画像データによる正

規化指標（NDVI，NDSI等）の算出 
⑤上記③における各地形分類情報項目の組み合わせ毎の

上記④の各指標の特徴抽出と仮の分類規則の導出 
⑥上記⑤の仮の分類規則に基づくデータ試作と検証及び

検証結果に基づく仮の分類規則の修正による分類規則

の導出 
上記⑥で導出した分類規則は，例えば250mメッシュ

地形分類情報では「丘陵」となっている場所が，50mメ

ッシュサイズで見ると実際には「更新世段丘」であった

場合，そのような場所がどのような地形的特徴（地形量

指標）や土地被覆特性（正規化指標）を持っているかを

調べ，その特徴量を閾値とした変換ルールをまとめたも

のである．250mメッシュ地形分類情報が「丘陵」の場

合の分類規則例を表-2に示す．ここでは上から順に処理

していく規則としており，まずDEMデータから計算し

た水の溜まりやすさを示す指標である「湿潤度」が1よ
り小さく，かつ，当該地点が周囲に比べて地下に食い込

んでいる程度を示す「地下開度」が87よりも小さく，か

つ，「傾斜度」が5度より小さい「丘陵」は，「更新世

段丘」に分類し直す．続いて，該当しなかった「丘陵」

が「谷底平野・氾濫平野」の分類条件に合致するかどう

かを調べる．このように順次処理を行い，最後に残った

「丘陵」は「山地斜面等」に分類し直すという処理を示

している． 
 

(2)  自動生成プログラムの開発 

上記で導出した分類規則に基づき，既存の250mメッ

シュ地形分類情報とDEM・マルチバンド衛星画像デー

タを併用して，50mメッシュ地形分類情報を自動生成す

るプログラムを開発した．このプログラムは，市販の

GIS上で稼働するものとした．プログラムの処理フロー

を図-1に示す．単純に自動生成した50mメッシュ地形分

類情報は，ある程度のノイズを含むため，フィルタリン

グや既存情報（治水地形分類データ）の旧河道・旧水部

情報を適用することで改善を図る仕組みとした．自動生

成された50mメッシュ地形分類情報を同地区の土地条件

データと比較すると，概ね適切に生成できていた（図-
2）．また，このプログラムは，既存の土地条件データ

を50mメッシュデータに変換し，液状化ハザードマップ

作成用地形分類情報項目を属性として割り当てる機能も

含んでいる． 
 
(3)  50mメッシュ地形分類情報の半自動作成手法の提案 

 

 

（1）ASTERデータ変換ツール
ASTERデータのGISデータへの変換

（2）250mメッシュ地形分類情報の
50mメッシュ化ツール

標準地域メッシュに基づく50mメッシュ化

（3）各指標算出ツール
基盤地図情報のDEMデータと（1）の
データの読み込み、処理範囲指定
各50mメッシュにおける各地形量・正規化
指標及びそれらの平均値等算出

（4）分類規則に基づく地形分類
属性付与ツール

分類規則表と（3）の指標に基づき、（2）の
データに地形分類属性を付与

（5）フィルタリングツール
（4）のデータにおける孤立分類除去処理

（6）他データ適用ツール
（5）のデータに治水地形分類データ属性
と基盤地図情報の水域データを適用

（7）液状化ハザードマップ用
地形分類変換ツール

（6）の地形分類属性を液状化ハザード
マップ用地形分類属性に変換

（a）土地条件データ変換プログラム
土地条件ポリゴンデータを50mメッシュに
変換
地形分類属性を液状化ハザードマップ用
地形分類属性に変換

データ結合プログラム
（7）と（a）のデータを結合

Output
 

図-1 50mメッシュ地形分類情報自動生成プログラムの処理

フロー 

 

 

図-2  250mメッシュ地形分類図（左）から自動生成した 50m
メッシュ地形分類図（中）と土地条件データに基づく

50mメッシュ地形分類図（右） 

 

 

表-2 分類規則（250mメッシュ地形分類情報項目が「丘陵」

の例） 

 

250mメッ

シュ地形名 

変換後 

地形名 
条件1 条件2 条件3 条件4 

丘陵 更新世段丘 [湿潤度]<1 
[地下開度] 

<87 
[傾斜度]<5   

丘陵 
谷底平野・

氾濫平野 

[ 尾 根 谷 密

度]>=5 
[傾斜度]<5 

[湿潤度] 

>=2 
  

丘陵 
山麓堆積 

地形 
[起伏量]<12 

[地下開度] 

>=85 

[湿潤度] 

>=0.5 
[傾斜度]<8 

丘陵 旧河道 [傾斜度]<5 
[ 尾 根 谷 密

度]<5 

[地上開度] 

>=85 

[湿潤度] 

>=3 

丘陵 埋立地 [NDWI]<0.2 
[NDSI] 

<(-0.1) 

[地上開度] 

>=87 
  

丘陵 山地斜面等         
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上記の自動生成プログラムによる処理結果は，概ね適

切に生成されるが，ある程度の誤分類を含んでいる．地

形量指標や正規化指標が類似している地形分類項目（例

えば「谷底平野・海岸平野等」と「後背湿地等」）は誤

分類する可能性が高い．特に，現在のDEMデータを用

いることから，現在の地形に現れていない旧河道・旧水

部等の埋没地形を自動生成することは困難であり，また，

道路盛土等の人工地形は誤分類源となる．そこで，旧河

道や人工地形については，従来の空中写真判読法を併用

して確実に再分類することとし，全体として半自動抽出

となる手法を提案した（図-3）． 
 
 

6.  成果の効果 

  

(1) 液状化ハザードマップ作成用地形分類情報項目と液

状化リスク評価基準の理解の容易さ 

 本研究では，地方公共団体の担当者でも理解しやすい

地形分類情報項目と液状化リスク評価手法の作成を目標

とした．そこで，地方公共団体等の一般職員を対象に，

出典を伏せた状態で，本研究で作成した表-1のリスク評

価基準体系表と従来の2つのリスク評価基準を提示し，

どれが最も分かりやすいかのアンケートを取得した．そ

の結果，回答のあった125名のうちの約3分の2の方が，

今回作成したリスク評価基準体系表が最も分かりやすい

と回答した． 

 

(2)  50mメッシュ地形分類情報の半自動作成手法の効果 

 先述の5. (3)で提案した半自動作成手法について，従来

法と比べてどの程度作業が効率化されるかを試算した．

その結果，従来の空中写真判読法のみによりゼロから地

形分類情報を作成する場合と比べて，空中写真判読工程

部分の作業人日数が5分の1程度になることが見込まれた．

全工程においても作業量が5分の2程度になると見込まれ

ることから，十分に作業が効率化できることが示された． 
 
 

(3) 液状化リスク評価基準と自動生成による50mメッシ

ュ地形分類情報の適用性検証 

 本研究で作成した液状化リスク評価基準と，自動生成

による50mメッシュ地形分類情報が，実際の液状化被害

に対してどの程度有効かを検証した．東北地方太平洋沖

地震に伴い液状化が多発した関東地区（利根川流域）に

おいて，本研究成果で自動生成した50mメッシュ地形分

類情報に対して表-1の液状化リスク評価基準を適用し，

実際の液状化発生範囲と比較した（図-4）．その結果，

本研究で自動生成した50mメッシュ地形分類情報による

 

図-3  50mメッシュ地形分類情報の半自動抽出フロー 
  

 

 

 

図-4    関東地方（利根川流域）における東北地方太平洋沖地震

に伴う液状化発生地点と液状化リスク評価結果との比較．

上図：250mメッシュ地形分類情報を用いたケース， 
下図：本研究による自動生成の 50mメッシュ地形分類情

報を用いたケース． 
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液状化ハザード評価結果は，他の情報源（250mメッシ

ュ地形分類情報）を用いた場合よりも，実際の液状化発

生場所をより広く「液状化発生可能性が非常に大きい」

と評価できており，実際の液状化発生範囲をより的確に

捉えていた．すなわち，人工改変がそれほど大きくなく，

既存情報（治水地形分類データ等）により旧河道等の埋

没地形が補完できる場所では，液状化リスク評価に有効

な地形分類情報が自動生成できていることが示された． 
 
 

7.  まとめと課題 

 

 本研究では，液状化リスク評価を地形分類情報項目に

基づく経験則から適切かつ効率的に実施できるようにす

ることを目的として，地形分類情報項目と液状化リスク

評価基準の体系をわかりやすく再整理するとともに，既

存の250mメッシュサイズの地形分類情報と詳細な標高

データ等を併用して，効率的に50mメッシュサイズの地

形分類情報を生成する手法を開発した．その結果，液状

化リスク評価基準体系表は，地方公共団体等が地形分類

情報を用いて液状化リスク評価を行う際に有効と考えら

れ，液状化ハザードマップ作成や防災・地理教育資料と

しての活用が見込まれる．また，50mメッシュ地形分類

情報の効率的作成手法は，土地条件データ等の詳細な地

形分類情報の未整備地域におけるデータ作成手法として

有用であり，地方公共団体による，地形分類情報を用い

た液状化ハザードマップの整備の効率化につながること

が期待される．ただし，自動生成プログラムによる地形

分類情報の生成は，モデル地区以外での検証が不十分で

あることや，人工改変地形や人工物の影響を受けること

から，現状では従来の写真判読法などを併用した修正が

必要である．そのため，本成果を実務で使用する場合は，

従来の写真判読法や別ソースの情報の併用を含めた具体

的な作業手順の構築が必要である．  
 

 

謝辞：液状化リスク評価基準体系表のアンケート調査に

おいては，複数の地方公共団体や国・県の地方出先機関

の方の協力を得た．この場を借りて感謝申し上げます． 
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輻輳する都市インフラにおける 

事業計画全体の可視化 

～ＣＩＭモデルの活用～ 
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関東地方整備局 横浜国道事務所 計画課 （〒221-0855 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2）  

 

 ＣＩＭ（Construction Information Modeling）とは、３次元形状情報に加え、材料・部材の仕様、コスト

情報等の属性情報を併せ持った情報モデルである。近年、設計から維持管理に至る各段階でＣＩＭモデル

を共有することにより、設計ミスや手戻り等の削減による建設事業全体の効率化が期待されている。国土

交通省は2016年の「ＣＩＭ導入ガイドライン」策定に向け、2015年に課題や問題等の諸条件把握のため高

速横浜環状南線栄ＩＣ・ＪＣＴの橋梁設計をＣＩＭ制度検討の対象業務とした。本稿では、当該業務を通

した実務でのＣＩＭ作成状況を報告するとともに、ＣＩＭモデル活用検討及び導入の課題抽出を行った。 
 

キーワード ＣＩＭ，３次元モデル，橋梁設計 

 

 

1.  ＣＩＭとは 

 ＣＩＭとは、調査・設計段階から３次元モデルを導入

し、施工～維持管理の各段階での３次元モデルに連携・

発展させることにより、設計段階での様々な検討を可能

にするとともに、一連の建設生産システムの効率化を図

るものである。３次元モデルは各段階で追加、充実化さ

れ維持管理段階での効率的な活用を図る取組である。 

 ＣＩＭは従来の図面にかわり、コンピューターで土木

構造物の３次元モデルを作りながら設計を進めていく手

法である。ＣＧ（コンピュータ・グラフィックス）と異

なるのは、ＣＩＭモデル内に部材名や材質などのデータ

ベース（属性情報）を持っていることである。属性情報

に基づき、部材や材質の違いを判別でき、設計や施工、

維持管理での様々なデータ処理が大幅に自動化すること

が可能となっている。 

 

2.  ＣＩＭ試行の目的と取組状況 

 

 国土交通省は2016年の「ＣＩＭ導入ガイドライン」策

定に向け、「産学官ＣＩＭ検討会」を2015年に設置し、

横浜国道事務所の横浜環状南線栄ＩＣ・ＪＣＴ（仮称）

等、全国で5業務を検討会のモデル事業に選定した。当

該業務では、大規模施設にＣＩＭを利用することでプロ

ジェクト全体をマネジメントする可能性を検討すること

とした。栄ＩＣ・ＪＣＴ（仮称）では、工場、道路、民

地、住宅、鉄塔・高圧線、田園等が近接し、ＩＣ・ＪＣ

Ｔの線形が輻輳する構造となるため、全体モデルを効果

的に活用し、事業を計画的、効率的に推進することを目

的とした。 

 

表－１ 栄ＩＣ・ＪＣＴ（仮称）の概要 

道路規格 第１種第３級 

構造物 
上部工（鋼橋）：３１橋 
下部工：１２４基 

架設工法 
トラッククレーンベント架設 
送り出し架設 

 

 

図－１ 栄ＩＣ・ＪＣＴ（仮称）鳥瞰図 

  

- 226 -



2 

 

栄ＩＣ・ＪＣＴ（仮称）では、平成24年度の予備設計

時点から、ＣＩＭモデルに取り組んでいる。各年度の取

組状況は表－２及び表－３のとおりである。 

 

表-２ 取組状況（概要） 

年度 実施内容 

2012年度 予備設計成果による完成形モデル化 

2013年度 
詳細設計成果(6割完了時)による完成

形モデル化 

2015年度 
詳細設計成果による完成形モデル化

及び施工検討 

 

表-３ モデル作成状況 

項目 作成内容 

橋梁 

モデル 

2012 
基礎を除く、上・下部工外形形状を

作成。 

2013 
詳細設計が完了した20橋の3次元モデ

ルを作成。 

2015 
詳細設計が完了した11橋の3次元モデ

ルを作成。 

地形 

データ 

2012 
国土地理院の数値標高モデル(5mメッ

シュ)をもとに作成。 

2013 

建物等の箱形白モデルを追加。 

鉄塔・高圧電線の3次元レーザ計測を

実施し、点群モデルを作成 

都市 

計画 

道路 

2012 平面位置を明示。 

2013 3次元モデルを作成。 

施工 

検討 
2015 

属性情報として『時間軸(施工期

間)』を付与。 

仮設 

構造物 
2015 

仮締切工及び掘削土工を3次元モデル

化 

地下 

埋設物 
2015 

占用物件等地下埋設物の3次元モデル

を作成。 

 

3.  ＣＩＭモデル作成条件 

(1)３次元モデルの作り込みレベル 

３次元モデルの作り込みレベル（詳細度区分）は４段

階設定されている。活用場面・作成時期・部材ごとに作

り込みレベルを設定する。 

 

表-４ 詳細度区分 

作り込み 

レベル 

詳細度 

レベル１ 
部材の形状の特徴を表現した構

造ブロックモデル 

簡略 

レベル２ 主要部材の外形形状が正確 
 

レベル３ 
主要部材以外の部材（一部）の

外径形状が正確 

 

レベル４ 全ての部材が正確 
詳細 

 

本業務では、「大規模な事業計画全体の可視化」に活

用することから、作り込みレベルは「レベル２」とした。 

 

図－２ 作り込みレベル２（下部工） 

 

(2)属性情報 

 ３次元モデルの作り込みレベルと同様、活用場面に応

じて定義する必要がある。 

 本業務での属性情報の定義は、下記のとおりとした。 

ａ）橋梁の基本属性情報 

 構造体や部材の種類、形式、材料といった基本的性質

を表す情報である。 

ｂ）時間軸（施工期間）の付与 

 施工検討における施工順序を可視化するため、部材モ

デル毎に時間軸を設定した。 

 

 

図－３ 時間軸の属性情報 
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(3)橋梁以外のモデル化 

 事業計画全体の可視化のため、橋梁以外に下記の構造

物の３次元モデルを作成した。 

ａ）仮設構造物 

 完成形の構造物以外に、下部工を施工する際の「仮設

構造物」及び「掘削土工」の３次元モデルを作成し、隣

接する構造物施工との干渉を時系列を踏まえて確認した。 

 また、工事用道路のモデル化を行い、下部工の施工状

況に応じたルート設定や付替の時期を把握する。 

 

図－４ 仮設構造物の３次元モデル 

 

図－５ 工事用道路のモデル化 

 

ｂ）鉄塔・高圧線 

 鉄塔・高圧線の影響がある区間は、３次元レーザ計測

を実施し、点群を作成し、モデル化を行った。 

 

図－６ 鉄塔のモデル化 

ｃ）地下埋設物 

 占用企業者からの情報をもとに３次元モデルを作成し

た。仮設構造物との干渉状況や移設が必要となる時期の

把握に活用する。 

 

図－７ 地下埋設物のモデル化 

4.  ＣＩＭの活用検討 

 作成したＣＩＭモデルについて、下記の協議や関係者

間の情報共有への活用を検討している。 

 

(1)関係者協議の可視化（検討段階） 

 事業説明会、各種関係機関協議・会議等における合意

形成の短縮と判断の迅速化が期待される。 

 

図－８ 構造物規模の説明（地上からの視点） 

 
図－９ 交差物件との離隔確認 
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(2)事業工程の可視化 

 用地買収の進捗等を考慮した事業工程計画の立案への

活用、全体モデルに時間軸を設定したことにより事業工

程上のクリティカルパスの把握が容易となった。 

 
図－１０ 事業工程の可視化 

 

(3)施工計画の可視化 

近接する支障物件に対して、安全離隔を考慮した施工

計画の立案及び輻輳する工事現場における安全管理計画

の立案が容易となった。 

 また、発注ロットの調整による仮設構造物の削減や施

工ヤードを考慮した工事範囲の設定への活用を行う。 

 

5.  課題のまとめ 

 本業務 で抽出されたＣＩＭモデル活用にあたっての

課題を以下にまとめる。 

 

(1)技術面 

 土木用のＣＩＭツールを活用してモデル化を実施した。

３次元モデルの作成は ２次元ＣＡＤに比べ操作性が劣

り、実務経験者も少ないため、作成に時間がかかってし

まう。 

 また、設計時に使用用途による作成レベルの設定した

場合、施工や維持管理段階で手戻りが生じないか３次元

モデルや属性情報の作り込みレベルの基準が必要である。 

 

(2)制度面 

 設計段階での作業量が増加する他、施工や維持管理段

階でデータを更新していくことが不可欠である。各段階

での連携を確実に図るため、ＣＩＭモデルの成果品の位

置づけ、電子納品要領の改正やＣＩＭモデル作成方法、

納品検査方法の検討が必要である。 

 

(3)運用面 

 ３次元モデル化に当たり、現況地形や構造物情報の取

得に、ＵＡＶ（測量）との連携できれば、モデル作成の

効率化が図れる。一方、地中のデータ（地質、地下埋設

物等）はボーリングや試掘調査により精度をあげること

が必要である。 

 今後、工事情報（完成時の測量情報、規格、出来形、

品質、数量）の属性情報への追加や維持管理段階のデー

タ更新をどのように進めるのかが課題である。 

 

6.  おわりに 

 ＣＩＭモデルが定着した場合、計画から完成、維持管

理までの情報を関係機関で共有することができる可能性

が高い。施工段階においては、仮設構造物を含む施工計

画検討への活用、３次元モデルを活用した情報化施工へ

の応用による効率化が期待される。 

また、栄ＩＣ・ＪＣＴにおいても多数の工事が予定さ

れており、工事毎の工事情報（材料や品質データ）を維

持管理段階で確認することは困難であるが、ＣＩＭモデ

ルを活用することで完成図としての活用だけでなく、工

事情報を属性情報で容易に確認することができるように

なる。 

維持管理段階では、完成後の点検、補修履歴を蓄積す

ることで、維持管理の 適化が図れることが期待される。

また、現地にセンサーを設置した際はＣＩＭモデルと連

携させ、変状を計測することも可能となり、維持管理の

効率化が期待される。 

一方、技術面・制度面・運用面で課題が残っており、

特に３次元モデルの作り込みレベルや付与する属性情報

は活用目的に応じて設定する必要があるが、建設時と維

持管理段階では必要とするデータが必ずしも同じではな

いことから、作り込みレベルの設定方法を検討していく

ことが重要であると考える。 
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赤外線サーモグラフィによる維持管理技術

高度化に関する技術開発の現状と今後

溝上 善昭1・森山 彰1・花井 拓2

1本州四国連絡高速道路株式会社 長大橋技術センター 診断･構造グループ

2本州四国連絡高速道路株式会社 長大橋技術センター 総括･耐震グループ

（〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通4-1-22）

近年，老朽化する膨大な道路構造物等に対し，効果的・効率的な維持管理のための技術開発

が求められている．一方，構造物によっては近接手段が限定される場合もあり，これらを効率

的に維持管理していくためには，非破壊・非接触による点検・診断技術の開発が望ましい．本

四高速では，非破壊・非接触で計測可能な赤外線サーモグラフィに着目し，維持管理技術の高

度化を目的とした技術開発を行っている．本稿では，道路構造物等のメンテナンスサイクルの

中での赤外線サーモグラフィを活用した技術開発の現況と今後の取り組みについて述べる．

キーワード 赤外線サーモグラフィ，点検，診断，補修効果検証

1. はじめに

赤外線サーモグラフィは対象物温度の空間的分布や時

間的変化を計測するものであるが，構造物の活荷重等に

よる応力変化、あるいは、変状（亀裂，剥離など）の存

在による温度特異場が現れる場合に点検や診断への適用

が可能となる．

道路構造物等の適切な維持管理を行っていく上で，

「点検→診断→措置→記録というメンテナンスサイクル

を確立する」1)必要がある．このメンテナンスサイクル

の効率的な実施に向けて，本四高速では赤外線サーモグ

ラフィを用いた維持管理技術の開発を行っている．なお，

これらの技術開発は，神戸大学（阪上隆英教授）との共

同研究として実施している．図-1に，メンテナンスサイ

クル各段階において，本四高速で実施している赤外線サ

ーモグラフィ技術開発の状況を示す．以降の章では，そ

れぞれの技術開発について述べる．

2. 点検技術

(1) Uリブ鋼床版ビード貫通亀裂の検出

a) 検出原理と性能

本四連絡橋の鋼床版では，デッキプレートとUリブの

すみ肉溶接部の疲労亀裂が平成15年に初めて発見されて

以来，現在までに数十箇所が確認されている．従来、疲

労亀裂の検出は，目視点検によって塗膜割れや錆汁を捉

え，輪荷重位置や構造詳細等を評価し，疲労亀裂の疑い

があれば亀裂の有無を非破壊検査などで調査することと

されていた．一般的な非破壊検査は，塗膜を除去するた

め近接作業用の足場設置・撤去が必要になるケースが多

いことから，簡単に実施できない．また，塗膜割れや錆

汁の発生段階での発見では，亀裂長さが数十cmに達し

ているケースもある．そのため、亀裂の発生例が多い，

鋼床版のデッキプレート-Uリブ間の溶接部に生じるビー

ド貫通亀裂を対象とし，赤外線サーモグラフィによる温

度分布計測によって塗膜を除去することなく遠隔から非

破壊で，高効率・高精度で，亀裂を検出できる新しい検

査法を開発2)した．

開発した亀裂検出法の原理を図-2に，検出結果の一例

を図-3に示す．路面が日射を受け，舗装が温められると

デッキプレートを介してUリブへと熱が伝わる．溶接部

に亀裂が存在する場合は，亀裂の微小な隙間により熱伝

導が阻害されるため，デッキとUリブ間に大きな温度差

（以下「温度ギャップ」という）が生じる．この温度ギ

ャップを，赤外線サーモグラフィにより，塗装された状

•鋼構造物の亀裂補

修の評価
•結果の再現性

•鋼構造物の亀裂進

展性評価

•Uリブ鋼床版ビー
ド貫通亀裂の検出

•コンクリート浮き
の検出

•塗膜変状調査
点検 診断

措置記録

図-1 赤外線サーモグラフィ技術開発の状況
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態のままで検出し，亀裂を特定する．以下，本手法を

「温度ギャップ法」と呼ぶ．

温度ギャップ法の開発時に，疲労亀裂が発見された橋

梁を調査対象とし検証実験等を行い以下を確認している．

 重防食塗装下の亀裂に対し，塗膜を剥ぐことなく

探傷出来る．

 赤外線サーモグラフィを作業車などに搭載し，橋

軸方向に連続撮影を行うことができる．

 目視では発見できない塗膜割れを伴わない亀裂を

検出可能である．

 表面亀裂長さ40mm程度の亀裂を検出するためには，

温度分解能0.03～0.06℃程度の機種を使用し，撮影

解像度を1mm/pixelで撮影する必要がある．

 計測時期はデッキプレートとUリブの温度差が

0.7℃以上となる3～9月が望ましい．

なお，温度ギャップ法による鋼床版の疲労点検は，大

型車交通量が多く，耐疲労性に劣る鋼床版ディテイルを

有する橋梁の走行車線から計画的に実施している．

b) 亀裂検出装置の開発と今後

本四高速の管理する鋼床版の車線総延長は約100kmと

膨大であることに加え，全ての橋梁が赤外線サーモグラ

フィを搭載して橋軸方向に連続的に移動することができ

る作業車を有しているわけではない．そのため，点検対

象となる各橋梁の状況にあった撮影方法を検討するとと

もに，撮影・録画と亀裂判定まで含めた装置開発をグル

ープ会社と共同で実施している3)．写真-1は，赤外線サ

ーモグラフィを台車上に搭載し，管理路上を走行できる

撮影・録画システムである．また，これまでの方法では，

評価者が温度画像コントラストの違いから疑わしい箇所

を抽出し，温度プロファイル等を参考に亀裂検出してい

る．また，亀裂位置は，作業車の移動速度や温度画像に

写り込む構造的な温度特異場などから特定していた．こ

れに対して，開発した解析・閲覧システムでは，「亀裂」

と「亀裂以外（浮きや汚れ）」をアルゴリズムに基づい

て自動検知し，位置情報も同期させるシステムとした

（図-4）．

前述したとおり，温度ギャップ法はビード貫通亀裂を

対象として開発されたが，亀裂がビード表面に現れてい

図-2 温度ギャップ法の原理

図-3 検出した亀裂の温度画像と温度プロファイル

写真-1 撮影・録画システム

図-4 解析・閲覧システム
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ない亀裂に対しても，温度画像を解析することにより検

出と形状の評価がある程度可能であることが実験室レベ

ルで確認されている4)．貫通していない状態にある亀裂

まで検知できれば，亀裂をより早期の段階からモニタリ

ングすることが可能になる．

今後は，以下の開発を進める予定である．

 上記以外の環境での連続撮影手法の検討，開発

 可視動画を同期させた亀裂判定補助システムおよ

び亀裂自動検知誤認識軽減システムの開発

 実際の鋼床版での貫通していない亀裂の検出性能

の確認実験

(2) アクティブ法によるコンクリート浮きの検出5),6)

高橋脚の橋梁や，桁幅の広い橋梁においては，近接手

段となる橋梁点検車や高所作業車による接近が困難な部

位が存在する．そのような部位のコンクリート部材の点

検手法として，赤外線サーモグラフィにより遠隔から浮

きや剥離を検出する方法があるが，日照が期待できない

床版下面では，外気温による熱移動のみのため，外気温

変化がなくなる時間帯の点検は制約され，熱移動も小さ

いことから信頼性が不十分になる可能性がある．そのよ

うな場合の対処方法として，点検の対象箇所をヒーター

などにより加熱し，健全部と欠陥部の温度差を強制的に

人工欠陥

人工欠陥
図-5 調査対象橋梁と人工欠陥設置位置

ヒーター

モニター
台車

熱型サーモカメラ

断面図 側面図

図-6 人工欠陥の形状 図-7 計測システム

写真-2 橋上での作業状況 写真-3 張出床版下面での計測状況

(a) 自然温度変化下 (b) ヒーター速度 203mm/s (c) ヒーター速度 18mm/s

図-8 人工欠陥の温度画像

- 232 -



発生させて計測するアクティブ法がある．ここでは，桁

幅が広く橋梁点検車による点検が困難である，高橋脚を

有する上下線分離のPC箱桁橋の上り線・追越車線側の

張出床版下面を対象として，アクティブ法を用い，桁上

から赤外線サーモグラフィを懸垂させて点検を行う手法

について検討を行った．

計測対象とする欠陥は図-5，図-6に示すように人工的

にコンクリートの浮きを模擬したものを張出床版下面に

設置した．計測を行ったシステムを図-7に示す．加熱の

ための棒状ラインヒーターと赤外線カメラを桁の間に懸

垂させ，橋軸方向の移動については高欄上に台車を設置

してそれを走行させることによって実施した．橋上での

作業状況を写真-2に，張出床版下面の計測状況を写真-3

に示す．

結果を図-8に示す．ヒーターで加熱することによって，

自然温度変化下よりも人工欠陥が明確に検出されている．

また，ヒーターを低速で移動させた方が人工欠陥部のコ

ントラストが改善され，検出性が向上していることが分

かる．

今後は，実際の欠陥がどのように見えるかについて現

場での確認を実施していく予定としている．

(3) 塗膜変状調査

鋼橋塗膜の状況については，点検員による目視点検で

行っている．この点検の効率化を目的として，赤外線サ

ーモグラフィを用いた点検を実施した．対象は鋼箱桁斜

張橋の鋼床版裏面（縦桁間）とした．外面作業車に赤外

線カメラを設置し，連続的に鋼床版裏面の状況を撮影し

た（図-9）．撮影した結果を図-10に示す．赤外線サー

モグラフィによる撮影画像では，点検員の確認した塗膜

浮きを確認しているのみならず，その他の変状の可能性

がある箇所についても捕捉している．その一方で，表層

のみの剥がれについては，赤外線サーモグラフィでは検

知が困難であった．

現在，変状図の作成には多大な労力を要しているが，

変状分布図の作成や進展性の判断に赤外線サーモグラフ

ィを用いることで，点検業務の省力化に大きく寄与する

ものと考えている．

3. 診断・評価技術

(1) 熱弾性応力計測による鋼構造物の亀裂進展性評価7)

鋼構造物に生じている疲労亀裂の補修優先度や補修方

法を判断するにあたっては，その亀裂が今後どの程度の

速度で進展していくかを評価することが，安全性を確保

する上で必要となる．この亀裂進展性を評価する手法と

して，赤外線サーモグラフィを用いた熱弾性応力分布計

測法が近年注目されている．断熱状態の材料に弾性変形

が生じる時，主応力和と温度変化Tの関係は，次の

式(1)のように表されるが，この関係式を用いて赤外線

サーモグラフィによって計測された温度分布から応力分

図-9 塗膜変状調査対象橋梁 断面図と作業車

(a) 目視点検で確認された変状 (b) 温度画像〔(a)の太枠内〕

図-10 撮影結果の一例

赤外線サーモグラフィ

(c) 可視画像〔(a)の太枠内〕

【(a)，(b)の凡例】

実線：目視点検と一致
破線：目視点検と不一致

※上面から見た時の変状配置図のため，(b)･(c)とは

上下反転している
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布が得られる．

οܶ ൌ െ
ఈ

ఘ
ܶοߪ ൌ െ݇ܶ οߪ (1)

α：線膨張係数，ρ：密度，ܥｐ：定圧比熱，k：熱弾性係数

この手法を用いて計測された応力分布から亀裂進展性を

評価する手法の開発を行っている．

a) 面外ガセット継手の亀裂進展性

まずは，主桁ウェブと横桁フランジの面外ガセット継

手の溶接部に生じる疲労亀裂を対象として，試験体（図

-11）を製作し，板曲げ振動疲労試験機を用いて繰り返

し曲げ負荷を加え，亀裂の進展度と赤外線サーモグラフ

ィによる熱弾性応力の計測を行った．図-12に熱弾性応

力分布より得られた応力拡大係数と亀裂進展速度の関係

を示す．両者の相関は高く，赤外線応力計測結果から亀

裂の進展性を評価できることが確認できた．

b) ウェブギャップ板の亀裂進展性

次に，斜張橋鋼床版の支点上縦桁横桁交差部の補剛材

（ウェブギャップ板）上縁端部のまわし溶接部の一部に

疲労亀裂の発生が確認されている（図-13）．この亀裂

の進展性評価法を確立するために，当該部位を模擬した

試験体を用いて同様の試験を実施する予定としている

（図-14）．また，実際の橋梁においても経時的な亀裂

の進展と，熱弾性応力の計測を行い，本手法の実用化に

向けた検討に取り組んでいる．

さらに，面的な応力場を計測することにより，溶接継

手疲労寿命予測手法としても適用できないか検討してい

きたいと考えている．

4. 補修対策評価技術

(1) 熱弾性応力計測による鋼構造物の亀裂補修の評価8),9)

図-13に示した垂直補剛材に生じている疲労亀裂につ

いては，補修工法の試験施工とその効果確認を行った．

図-15に実施した補修案を示す．切り欠き補修案は垂直

補剛材上縁端部に集中している応力を切り欠き（R部）

に分散させることを目的とした補修法であり，FEM解析

によりRサイズを決めている．あて板補修案は垂直補剛

材上縁端部に集中している応力をあて板に移動させ，上

縁端部の応力低減を図ることを目的とした補修方法であ

る．

これらの補修案の効果を確認するため，橋上に荷重車

を走行させ，ひずみ計測と，赤外線サーモグラフィによ

る熱弾性応力計測を行った．計測は補修前と補修後に実

施した．熱弾性応力計測結果を図-16，図-17に示す．切

り欠き案では，亀裂先端位置の応力集中がR部に移った

ことが確認された．また，あて板案については溶接端部

の応力集中箇所の改善は見られなかった．これらの結果

は，ひずみゲージによる計測結果とも整合している．

今後，より施工性が良い補修案についても検討を行う

予定としているが，これらについても熱弾性応力計測に

よる効果確認（着目部位の応力低減効果の確認，その他

の部位に過度な応力が発生していないかの確認）を行う

予定としている．
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図-11 面外ガセット継手試験体 図-12 応力拡大係数と亀裂進展速度の関係

図-13 縦桁横桁交差部補剛材の亀裂発生箇所 図-14 垂直補剛材試験体
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5. まとめ

道路構造物等のメンテナンスサイクルの中での赤外線

サーモグラフィを活用する取り組みについて述べた．本

四高速では，道路構造物等の供用年数や交通量の増加に

伴い鋼構造物の疲労亀裂，塗膜の変状，コンクリート構

造物の劣化などの増加が懸念される．膨大な数の構造物

に生じる変状を早い段階で把握することは本四連絡橋を

超長期にわたって管理していく上で非常に重要と考えて

いる．今後も維持管理の現場のニーズを的確に把握し，

構造物の変状を早期かつ効率的に検出，評価するため，

赤外線サーモグラフィを活用する手法についての検討を

続けていく．
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図-16 切り欠き補修前後の熱弾性応力計測結果 図-17 あて板補修前後の熱弾性応力計測結果
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現場で採用できる景観評価技術の提案について 
―評価サンプルの作成方法が評価結果に及ぼす影響― 
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 国土交通省所管公共事業では，すべての事業において景観検討の実施が原則化されているが，

実際の運用にあたっては，現場レベルで採用できる適切かつ効率的な景観評価の手法が示され

ておらず，その確立が求められている．そこで，寒地土木研究所地域景観ユニットでは，ＳＤ

法（Semantic Differential法：意味微分法）に着目し，その調査設計から分析までをパッケー

ジ化するための検討を行っている．本論文では，その一環として，紙媒体を用いたＳＤ法によ

る景観評価方法を対象として，評価サンプルの作成方法における画像の大きさ，画角，空間の

利活用状況の違いが評価結果に及ぼす影響について報告する． 

 

キーワード 公共事業，景観検討，景観評価，ＳＤ法 

 

 

1.  はじめに 

国土交通省では，平成 19年 4月以降，「国土交通省

所管公共事業における景観検討の基本方針（案）」1)

（以下，「基本方針（案）」という）に基づき，すべて

の事業において景観検討の実施が原則化されている．ま

た，平成 27 年 8 月に公表された「国土形成計画（全国

計画）」（国土交通省）においても，多様な意見を聴取

しつつ景観評価を行い，事業案に反映させる景観アセス

メントシステムの運用等により景観に配慮した社会資本

整備を進めるとされているところである． 

このように，事業にあたって景観の検討・予測・評価

を実施する必要性が高まっているが，現場で景観検討に

対応できる人材・予算は限られ，景観検討の実施は未だ

困難な状況にある．特に，景観検討委員会などの十分な

景観検討体制が構築されない一般的な事業において，景

観配慮や景観検討を普及していくためには，現場レベル 

で採用できる適切かつ効率的な景観評価技術を確立する

必要がある． 

 

2.   評価技術に求められる要件 

既存の景観評価手法には，大別して「計量心理学的評

価手法」と「物理的環境評価手法」がある（図-1）．現

場レベルで簡易に使えるためには，①調査に多大な手間

や特別な技術，装置等を必要としないこと，②さまざま

図-1 景観評価手法の考え方 
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な調査スケール（景観検討時，市民意見募集時，合意形

成時，等）に対応できること，③客観的な評価と見なせ

ることが求められる．これらの要件に適合するのは，計

量心理学的評価手法のうち，アンケートと分析手法を組

合せて実施する方法である．その中でも SD法は，景観

分野でも客観的かつ定量的な評価手法として古くから用

いられ，著者らの既往研究でも空間評価に対する一定の

有効性が確認されている 2)～3)．また，景観の単純な良し

悪しだけでなく，人々がその景観に抱く印象を多角的に

分析することができるとともに，ある程度の人数を確保

することで，景観に対する共通的な印象を把握すること

ができることから，「基本方針（案）」に基づく景観検

討においても有用な手法となりうる． 

 そこで，寒地土木研究所地域景観ユニットでは，現場

レベルで採用できる景観評価技術として SD 法に着目し，

調査設計から分析までをパッケージ化しマニュアルとし

て提示するための研究を進めている． 

 

3.  パッケージ化のために必要な検討項目 

SD法の調査では，互いに反対の意味を持つ２つの形

容詞の間に尺度を設け，対象の印象がどちらに近いかを

その尺度上で評定する方法で調査を実施するが，その実

施方法の違いが結果の信頼性や有効性に大きく影響する．

また，調査で得られたデータは，複数の統計手法を組み

合わせて分析を行う必要があることから，パッケージ化

にあたっては以下の項目について検討を行い，標準的な

方法や実施上の留意点を整理する必要がある． 

a) 最適な評価サンプルの作成・提示方法 

空間を代表させる写真の撮り方，十分な評価を行

うために必要な評価サンプルの量やサイズ，評価

対象・目的に応じた提示方法（図-2）など． 

b) 信頼性確保のために必要な被験者数 

評価結果のバラツキや被験者属性等の影響の検証，

信頼性確保のために配慮すべき事項の整理など． 

c) 適切な形容詞対の選定方法 

景観評価に有効な形容詞対の整理，評価対象・目

的に応じた形容詞対の候補提示など． 

d) 具体的な分析方法とその結果の解釈  

調査結果の統計処理方法と具体的な進め方など． 

e) 評価結果の計画・設計への反映方法 

実施例による反映の考え方と進め方の整理など． 

 

本論文では，「a)最適な評価サンプルの作成・提示方

法」のうち，評価サンプルの作成方法の違いが評価結果

に及ぼす影響について，印象評価実験を通じて分析した． 

 

4.  印象評価実験 

画像を用いた景観評価においては，どのような評価サ

ンプルを用意するかが課題となる．たとえば，画像のサ

イズ，画角，構図，空間の利活用状況などによって，評

価結果に違いが生じることが考えられる．そこで，まず

最も汎用的な提示方法である画像を紙に印刷したものを

使って，サイズ（標準，パノラマ），画角（35mm，

50mm，70mm）および空間の利活用状況（人や車，評価 

に影響する要素の写り込みの有無）の違いによる評価結

果への影響を把握するための被験者実験を実施した． 

実験は平成 27 年 2 月に寒地土木研究所の実験室で行

った．沿道特性の異なる道路景観（田園平野部，バイパ

ス・郊外，市街地・街路，住宅地）を対象とし，サイズ

では 10組 20枚，画角では 10組 30枚，空間の利活用で

は 13組 26枚の評価サンプルを用いた（図-3）．なお，

このうち，6 枚は画像が重複するため，評価枚数は 70

枚となった．サンプルの提示方法を表-1に示す． 

評価尺度は，12 形容詞対による 6 段階とし，「どち

らの言葉にもあてはまらない」を設けた．回答用紙は，

回答精度を確保するため，形容詞対を認識しやすい中央

に配置する設計とした（表-2）．設問 5については，田

園平野部，バイパス・郊外は「自然的な／人工的な」を，

また市街地・街路，住宅地は「緑豊かな／緑の乏しい」

を用いた．また，形容詞対の並びは，総合評価である

「美しい／美しくない」「好き／嫌い」を先に評価して

しまうと，後の個別の形容詞対の評価に影響を与えてし

まうため，総合評価の位置を最下段に固定し，それら以

外の 10形容詞対をランダムに並び変えた 14パターンの

回答用紙を作成した． 

被験者は，男性 15名，女性 15名の計 30名とし，年

代に偏りがないよう 20歳代，30歳代，40歳代，50歳代，

60歳代以上を各 6名ずつとした． 

SD 法による評価実験は，すべての設問に対する回答

が揃わないと，正確な分析結果が得られない特性がある

ことから，1度の実験で 5回の休憩を設け，回答用紙の

回収と即時チェックを行うことで，誤記入や記入漏れを

防いだ．また，回答に要する時間に個人差が大きいこと 

から，1 画像につき 1 分程度の回答時間を設定し，1 分

ごとに経過時間を口頭で伝えることで，被験者が自らの

回答の進捗を把握できるようにした．実験の所要時間は

約 2時間であった． 

分析は，評価サンプルごとに回答スコアの平均・標準

図-2 本研究の位置づけ 
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偏差，回答分布を整理するとともに，全評価サンプルに

対する因子分析（主因子法，プロマックス回転），形容

詞間の相関分析，「どちらの言葉にもあてはならない」

の回答分析を行った．これらの分析には，Excel 統計

2002を用いた． 

 

5.  評価サンプルの作成方法の違いが評価結果に 

及ぼす影響 

(1)  画像サイズによる影響 

標準とパノラマの違いにより，評価傾向に大きな差が 

生じたものはほとんどなかった（図-4 左）．ただし，

標準では画像占有率が小さかった要素が，パノラマで認

識しやすくなったケースでは評価に若干の差が見られた

（図-4 右）．この画像の場合，標準よりもパノラマの

方がより「開放的」で「個性的」と評価されているが，

これは歩道左手の広場的空間の構成要素の違いが影響し

たものと考えられる． 

 今回の実験からは，画像に写り込んでいる景観要素の

構成が変わらなければ，画像サイズにかかわらず評価結

果は類似の傾向を示すという結果が得られた．一方，画

像サイズにより景観要素の構成に変化が生じる場合は，

評価結果への影響が認められることから，評価サンプル

の作成にあたっては，評価の対象となる空間に応じて，

その空間を構成する要素が認識しやすい画像サイズを選

択する必要があることがわかった．  

表-1 評価サンプルの提示方法 表-2 使用した評価尺度 

 

図-3 実験に用いた評価サンプルの例 

人の多寡 

車の多寡 

屋外広告物類の有無 

工事用仮設物の有無 

誘目性のある色彩の有無 

(3) 空間の利活用状況 (2) 画角（左：35mm、中：50mm、左：70mm） (1) サイズ（左：標準、右：パノラマ） 
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(2)  画角による影響 

35mm，50mm，70mm とも，概ね類似の評価傾向がみ

られた（図-5 左）．ただし，画角の違いにより撮影箇

所の横に存在する別の空間の見え方が異なるケース（図

-5 右）では，ズームアップに伴ってその空間が認識し

にくくなるにつれ，評価が全体的にマイナス方向に変化

する傾向となった．そのほか，ズームアップすることに

より，道路付属物（電柱・矢羽等）が直近に見えるよう

になったケースでも，評価に若干の違いが生じた． 

画像サイズと同様に，景観要素の構成が変わらなけれ 

ば，画角の違いによる評価結果への影響はほとんどない

といえるが，景観要素の構成そのものには変わりがなく

ても，評価の決め手となる主要な景観要素が見えにくく

なったり，阻害要因となる景観要素が目立つようになる

と，評価結果に影響することが明らかとなった．  

 

(3)  空間の利活用状況による影響 

空間の利活用に関する評価結果は図-6 のとおりであ

る．各項目の評価傾向から，次のような知見が得られた． 

a) 人の多寡 

評価に差が生じた画像では，“人あり”で「活気」や

「騒々しさ」が高まり，「美しさ」や「好き」に対する

図-5 画角の違いが評価結果に及ぼす影響 
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図-4 画像サイズの違いが評価結果に及ぼす影響 
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評価が低下した．その要因として，近景の人の存在が注

視箇所となったことが考えられる．“人なし”の画像で

は空間の広がりや奥行きへの見通しが感じられるのに対

し，“人あり”では人物の配置がそれらを阻害している． 

一方，評価に差が生じなかった画像では，同じように

近景に人の存在はあるものの，街路の奥行きへの見通し

は阻害されていない．したがって，評価サンプルの作成

にあたっては，人物が空間の広がりや奥行きを阻害しな

いように注意する必要がある． 

b) 車の多寡 

評価に差が生じた画像は，田園平野部のものであり，

車の存在によって「騒々しさ」が高まり，「好き」が低

下している．市街地や郊外の画像でも同様の傾向が見ら

れるがその差は小さく，もともと人の活動が感じられる

市街地や郊外においては，車の多寡の影響は尐ないとい

える．また，“車なし”の画像では，注視箇所が道路の

先になっており，それを阻害する位置に車があると評価

が低下すると考えられる． 

したがって，田園平野部等の自然性が高い景観におい

ては，評価サンプルの車の写り込みをできるだけ尐なく

し，また近景への配置を避けることにより，対象とする

景観本来の評価が得やすくなるものと考えられる． 

c) 屋外広告物類の有無 

樹林地の景観では，“屋外広告物あり”で「心地よさ， 

開放感，落ち着き，静かさ，平凡さ，奥行き感，好き」

の評価が軒並み低下した．一方，市街地近郊のバイパス

型の景観では，屋外広告物が挿入されても，評価に差が

生じなかった．これは，前者では屋外広告物が樹林地に

対する異物として認識されるのに対し，後者ではもとも

との景観が煩雑な印象であったため，屋外広告物が全体

の印象に影響しなかったことによるものと考えられる．

したがって，屋外広告物のある評価サンプルでは，背景

の構成要素との関係性によって評価への影響があること

に注意する必要がある． 

d) 工事用仮設物の有無 

人工物が尐ない湖畔景観では，“工事用仮設物あり”

で「心地よさ，調和性，自然性，個性，洗練，美しさ，

好き」の評価がいずれも低下した．一方，人工物の尐な

い山間部の景観では，工事用仮設物の有無がほとんど評

価に影響しなかった．これは，工事用仮設物の位置が，

前者では視線が誘導されやすい湖側にあり，後者では視

線誘導方向からは外れた山側にあったことによるものと

考えられる．したがって，評価サンプルは，視線の誘導

方向に阻害要素がないように作成することが，景観本来

の適切な評価を行う上で必要となる． 

e) 誘目性の高い色彩の有無 

評価に差が生じた住宅地の画像は，「調和性」や「緑 

の豊かさ，静かさ，洗練，美しさ，好き」といった評価

が高かったが，誘目性の高い色彩が入ったことでこれら

の評価が低下した．一方，市街地の建物一棟を誘目性の 

図-6 空間の利活用の違いが評価結果に及ぼす影響 

A）評価に差が生じた画像 

B）評価に差が生じなかった画像 

A）評価に差が生じた画像 

B）評価に差が生じなかった画像 

A）評価に差が生じた画像 

B）評価に差が生じなかった画像 

a）人の多寡              b）車の多寡            c）屋外広告物類の有無 

e）誘目性のある色彩の有無 

A）評価に差が生じた画像 

B）評価に差が生じなかった画像 

d）工事用仮設物の有無 

A）評価に差が生じた画像 

B）評価に差が生じなかった画像 
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高い色彩に変更した画像では，「活気」の評価が下がっ

たものの，それ以外の評価に大きな差は認められなかっ

た．この結果からは，良好な景観においては誘目性の高

い色彩の影響力が大きいことや，市街地での部分的な色

彩の変更が景観全体の評価には影響しにくい可能性が伺

える．しかし，市街地において，誘目性の高い色彩が増

えることで「活気」の評価が下がっている点は一般的な

実験結果と異なるため，知見につなげるには検証の積み

重ねが必要である． 

 

(4) 評価のバラツキ 

画像に対する評価のしやすさや，評価結果のまとまり

具合を把握するため，画像ごとに各形容詞対に対する回

答の標準偏差の総和を求めた．総和が大きいほど評価は

ばらつき，総和が小さければ評価はまとまっているとい

える．その結果，評価の対象が明確でない画像の場合は，

評価がばらつく傾向が見られた（図-7）．また，「どち

らの言葉にもあてはまらない」の回答数に着目すると，

図-7 の回答数が多い画像では，標準偏差の総和も大き

く，景観の評価が難しい画像だったと考えられる．一方，

回答数が尐なかった画像は標準偏差の総和も小さく，評

価しやすい画像ということができる． 

したがって，バラツキの尐ない安定した評価結果を得

るには，何を評価したいのか，評価の目的・対象を明確

にし，それを適切に反映した評価サンプルを作成するこ

とが必要である． 

 

6.  まとめ 

本論文では，現場で採用できる景観評価技術の提案に

向けて，評価サンプルの作成方法の違いが評価結果に及

ぼす影響を分析した．その結果，以下の知見が得られた． 

 

・画像サイズや画角の違いがあっても，画像に写り込ん

でいる景観要素の構成が変わらなければ，評価結果は

概ね類似の傾向を示す． 

・ただし，画角では，評価の決め手となる主要な景観要

素や，阻害要因となる景観要素の見え方が変化すると

評価に影響する． 

・人物は，空間の広がりや奥行きを阻害するような位置

に写り込みがあると評価に影響する． 

・田園平野部等の自然性が高い景観においては，車の写

り込みをできるだけ尐なくし，また近景への配置を避

ける必要がある． 

・屋外広告物類のある評価サンプルでは，背景の構成要

素との関係性によって評価に影響があることに注意す

る． 

・視線の誘導方向に阻害要素があると評価に影響する． 

・バラツキのない安定した評価結果を得るためには，評

価の目的・対象を明確にし，それを適切に反映した評

価サンプルを用意する必要がある． 

 

 今後も，早い時期でのプロトタイプの提案をめざし，

パッケージ化のために必要な検討を進めて行く予定であ

る． 
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図-7 標準偏差の総和および「どちらの言葉にもあてはまらない」回答数から見た評価傾向 

標準偏差の総和：12.87 標準偏差の総和：19.43 

A）総和が小さい画像     B）総和が大きい画像 

標準偏差の総和：14.21 標準偏差の総和：19.32 

回答数：0 
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A）回答数が少ない画像     B）回答数が多い画像 
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 既設樋門の土木構造物を利用した、 
ゲートの自動化の取り組みについて 

 
横山 敬一 1・佐々木 猛 2・沼田 和久 3 

 
1北海道開発局 札幌開発建設部 施設整備課（〒060-8506 北海道札幌市中央区北 2 条西 19 丁目） 

2北海道開発局 旭川開発建設部 名寄河川事務所 計画課（〒096-0016 北海道名寄市西 6 条南 9 丁目） 

3北海道開発局 旭川開発建設部 施設整備課（〒078-8513 北海道旭川市宮前 1 条 3 丁目 3 番 15 号） 

                              
                                        

 近年、局所的な豪雨災害が増加している中、樋門の操作遅れのリスクに対応するため、2012

年度に既設樋門の土木構造物を改造することなく、無動力自動開閉を可能とした予備ゲートを

中川パンケ樋門に設置し、試験運用してきた。 

2014年度に当予備ゲートの止水性向上の改良を行い、フィールド試験を実施、基本機能の検証

を行ったのでその結果を報告する。また、改良型予備ゲートの本ゲートへの適用を考慮した土

木構造と、従来型自動開閉ゲートとのコスト比較についても検討を行った。 

 

キーワード：自動開閉ゲート、樋門操作、水密構造、コスト縮減 

 
 

1.  はじめに 

 近年の既設の樋門を取巻く環境として、操作員の高齢

化と担い手不足、増加する集中豪雨による急激な水位上

昇と操作遅れリスクの増大、樋門施設の老朽化に伴う維

持管理コストの増大などの課題が表面化しつつあり、ハ

ード、ソフトの両面から対策が進められてきている。 

これらの対策のひとつとして、一部の樋門に無動力自動

開閉ゲート（以下、自動開閉ゲート）の導入が進められ

つつある。 

自動開閉ゲートとしては、構造が比較的単純なフラップ

式が数多く採用されている。 

このフラップ式ゲートはゲート下部の止水のため、水路

底部に30cm程度の段差(敷段差)が必要となる。(図-1)  

このため、既設の樋門改修で本ゲートまたは予備ゲート

としてフラップ式の自動開閉ゲート(以下、従来型自動

開閉ゲート)を設置するためには、土木構造物の大幅な

改造が必要になり、コスト縮減が課題となっている。 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

図-1 フラップ式ゲートの例 

このため、名寄河川事務所では2012年度からコスト縮

減対策として既設樋門の土木構造物を利用したゲートの

自動化に取組み、中川パンケ樋門に急激な水位上昇によ

る操作遅れ防止を目的に、予備ゲートとして敷段差を不

要にした自動開閉ゲートを設置し1)、運用してきた。 

(写真-1) 
運用中の現地観測により、この予備ゲートが内外水位に

より自動開閉を行うことが確認されたものの、下部の水

密構造については、さらなる改良の余地があると判断さ

れた。 

そこで2014年度に、この予備ゲートの止水機能の改良を

行い、下方押付けを可能とした改良型予備ゲ－トを設置

し、フィールド実験によりゲート機能の検証を行ったの

でその結果を報告する。また、本ゲートへの適用を考慮

した土木構造及び、従来型自動開閉ゲートとのコスト比

較について検討を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-1 中川パンケ樋門 
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2.  2012年度施工予備ゲ－ト 

 2012年度に設置した自動開閉式の予備ゲートは、基本

構造はバランスウェイト式フラップゲ－ト2)で、フラッ

プ式ゲ－トにバランスウェイトとフロートを取付け、内

外水位差により自動開閉を行うタイプのゲ－トである。

(写真-2) 
 

1項で述べたように通常フラップ式ゲ－トは、下部の

水密確保のため、水路底部に敷段差が必要であるが、こ

の工事ではコスト縮減対策として土木構造物の改修を行

わないこととし、ゲートの下部水密ゴムを可動式とする

ことで敷段差を不要とし、既設土木構造物をそのまま利

用できるゲート構造とした。そこで下部水密ゴムの構造

は、扉体下部にフラップ状に揺動する板状の水密ゴムを

取付け、これを小型のフロートで水位により動作させる

構造を採用した。(図-2) 
 

通常時は排水を阻害しないよう水密ゴムをフロートの自

重で跳ね上げておき、水位が上昇して扉体の下部が水没

すると水密ゴムがフロートにより水路に押付けられ、水

圧により水密を確保する構造で、簡素化のため下部水密

の側面からの逆流は容認することとした。 

試験運用の結果、この予備ゲートが内外水位により自動

開閉動作を行うことが確認されたが、下部の水密性につ

いては、逆流が大きく、水密構造の改良が必要と判断さ

れた。(写真-3) 
そこで、これらの実績を踏まえ、2014年度に予備ゲート

の改良を行った。 

 

3.  2014年度施工改良型予備ゲ－ト 

 改良型予備ゲ－トの基本構造は改良前と同様、バラン

スウェイト式フラップゲートである。 

改良型の特徴はフラップ式ゲートでありながら下方押付

けを可能としたヒンジリンク機構と、低水位時にゲート

下端を開放し通常の排水を阻害しないようにするととも

に、水位上昇時にゲートの自動開閉を行う外部フロート

機構である。(写真-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-2 2012年度施工予備ゲート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 改良前予備ゲートの下部水密構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真-3 下部水密の逆流 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    写真-4 2014年度施工改良型予備ゲート 

 
 
 
(1)   ヒンジリンク機構 

予備ゲ－ト改良の第一の目的は下部の水密性の向上で

ある。そこで改良型では引上げ式ゲ－トと同様、全閉時

に扉体の下方押付け可能な構造とするため、扉体支持ア

ームと扉体中央の結合部にヒンジを設け、扉体の揺動運

動と扉体支持アームの回転運動により全閉時の下方押付

けを可能としたヒンジリンク機構を採用した。(図-3) 
ゲートが閉扉動作を行い、扉体下端が戸当りに接すると

(図-3左)、扉体支持アームの回転運動と、ヒンジを中心

とした扉体の揺動運動がリンクとして機能し、扉体下端

は戸当りに沿って鉛直方向に移動する(図-3右)。これに

より扉体の下方押付けを実現している。 
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図-3 ヒンジリンク機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-4 外部フロートの機能(通常時) 

 

また、改良前予備ゲ－トでは水位上昇時、扉体下部水

密ゴムと、下部水密ゴムが接する既設コンクリート面の

不陸により十分な止水が期待できなかったことから、改

良型予備ゲートでは埋込み式の下部戸当金物を採用した。

(写真-4 左下) 

 

(2)   外部フロート 

改良型予備ゲートでは、通常時の排水を阻害しないよ

うゲート下端を開放するため、外部フロート機構を採用

した。 

改良型予備ゲートは、ゲート本体はフロートが無い状態

では自重で全閉するバランスになっている(図-3の右図

の状態)。この状態では通常時の排水を阻害したり、水

生生物の往来を妨げることになるので、通常時は扉体を

少し持ち上げて水路と扉体下部に隙間を作っておく必要

がある。これを行うのが外部フロートである。外部フロ

ートは、翼壁に固定した回転軸にフロートアームを介し

て取付けられ、通常の低水位では、フロートの自重によ

り、扉体を持ち上げて扉体下部と水路の間に隙間を作っ

ている。(図-4) 
洪水などで外水位が上昇すると、外部フロートが浮いて、

ゲ－ト本体は自重で下がり、内外水位差がなくても水位

が一定以上（吐口高さの約8割水深）になるとゲ－トは

全閉となる。(図-5) 
水位上昇によりフロートが上限に達すると、フロートア

ームとゲート本体は完全に分離した状態になり、排水時

にはゲート本体はフロートに関係なく内外水位差(水流)

により自動開閉する。(図-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図-5 外部フロートの機能(水位上昇時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-6 外部フロートの機能(排水時) 

 

4.  フィールド実験 

 改良型予備ゲート設置後の2015年6月にフィールド実

験を実施し、ゲートの逆流防止機能と排水機能の検証を

行った。図-7に改良型予備ゲートの側面図を示す。 

 

(1)   ゲート仕様 

予備ゲート設置樋門名：中川パンケ樋門 

予備ゲート形式 ：バランスウェイト式フラップゲート 

ゲートサイズ ：1.5 ｍ×1.5 ｍ 

開 閉 方 式 ：内外水位差による自動開閉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-7 改良型予備ゲート側面図 

 

 

- 244 -



(2)   逆流防止実験 

逆流防止実験では通常時の低水位状態から集中豪雨を

想定した急激な外水位上昇によりゲートが自動的に閉ま

る状況を検証した。 

a) 実験方法 

予備ゲート前面（外水側）に高さ1.5ｍの土のうを積

み、低水位での逆流状態を作るため予備ゲート後方（内

水側）の既設ローラーゲート戸溝に0.4ｍの高さの堰を

設け外水側から水中ポンプにより注水を行う。 

注水量を徐々に上げて内外水位とゲート開度を計測し、

逆流状態におけるゲートの挙動を検証した。(図-8) 
またゲート全閉後、外水位を約1.5ｍに維持して内水側

の水を排水し、ゲートの止水状況を目視にて確認した。 

b) 実験結果 

実験状況を写真-5に、計測結果を図-9に示す。計測結

果より、外水側からの注水量の増加にともない、ゲート

が徐々に閉扉動作を行い、水位差約0.05ｍで扉体下部が

戸当りに接した後、扉体と側部戸当の接近により外水位

が上昇し、外水位約0.75ｍでゲート全閉となったことが

わかる。 

この結果、急激な水位上昇では吐口高の５割程度の水深

で水流により全閉することが確認された。 

また、ゲート全閉後、止水状況を目視で確認した結果、

漏水は認められなかった。(図-10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 逆流防止実験方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 逆流防止実験状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 逆流防止実験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図-10 止水状況 

 
(3)   排水実験 

排水実験は洪水時の内水排除を想定した実験である。

このため、外水位が内水位より低下したときのゲートの

排水機能の検証を行った。 

a) 実験方法 

予備ゲート前面（外水側）に高さ1.5ｍの土のうを積

み、川裏角落しを全閉にして樋管内を満水（約120ton）

にした後、外水側の4本の排水バルブを順次開放し外水

位を下げ、内外水位と排水量、ゲートの開度を計測し、

排水状態におけるゲートの挙動を検証した。(図-11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 排水実験方法 
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写真-6 排水実験状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-12 排水実験結果 

 
b) 実験結果 

写真-6に排水状況を、図-12に計測結果を示す。計測

結果より外水側の排水バルブの開放とほぼ同時にゲート

が開き始め、外水位の低下による内外水位差により、ゲ

ートが確実に開扉し排水が行われることが確認された。 

その後、約0.8ｍまで水位が下がるとフロート自重によ

り扉体が持ち上げられゲート開度が増加し、最終的に初

期開度に復帰することを確認した。 

以上の実験結果から改良型予備ゲートが、当現場におい

て樋門としての基本機能を有することが確認された。 

 
 

5.  今後の取組みについて 

 2012年度より取組んできた既設樋門の土木構造物を利

用したゲート自動化の検討は、予備ゲートを前提として

きた。しかし、既設引上げ式ゲートの更新時には予備ゲ

ートを本ゲートとして使用することも考えられることか

ら、ここでは、本ゲートへの使用を考慮した改良型予備

ゲートの既設土木構造への設置例を示し、敷段差を必要

とする従来型自動開閉ゲートとのコスト比較について検

討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-13 予備ゲート施工例 

 

(1)  本ゲートへの使用を考慮した設置例 
 今回の中川パンケ樋門の予備ゲート設置では、既設土

木構造の変更を最小限に留める方向で検討を行い、予備

ゲートと既設引上げ式ゲートの間の水密を鋼製の水密蓋

により行った。(図-7) しかし、将来、本ゲートとして

使用することを考えると、水密性、信頼性の点から、こ

の間の構造体は鉄筋コンクリート構造とするのが望まし

い。そこで、改良型予備ゲートを既設樋門更新時に本ゲ

ートとして利用する場合のゲート設置例を図-13に示す。 

図-13の1で初めに翼壁に鉄筋コンクリート構造の天板

を設けるため、翼壁と新規天板の結合部を部分的にハツ

る。その後、戸当金物設置、配筋、型枠、コンクリート

打設、予備ゲート設置の順で施工を行う。門柱側の止水

壁は、既設引上げ式ゲートのメンテナンスを考えて取外

し可能な鋼製の水密壁とした。(図-13の4) 

 

 

- 246 -



次に、既設樋門更新時に予備ゲートを本ゲートとして

使用する場合の施工例を図-14に示す。 

翼壁部分の工事は完了しているので、門柱部分の工事の

みとなる。門柱部に天板を打設した後、門柱、管理橋を

撤去して完了となる。 

 

 (2)  従来型自動開閉ゲートとのコスト比較 
水路に敷段差を必要とする従来式自動開閉ゲートと、

敷段差を要しない改良型予備ゲートでのコスト比較につ

いて検討する。具体的な費用については、樋門の形式や

規模によって大きく変わるので、ここではコスト比較の

目安として新規に必要となる工事範囲を図示することに

した。(図-15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 本ゲートに変更時の施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-15の左側が敷段差を必要とする従来型自動開閉ゲ

ートで、右が改良型予備ゲートの施工例である。図中、

赤で示しているのが新規にやり替えが必要になる工事範

囲で、青で示しているのがゲート設備である。この図か

ら分かるように敷段差の変更を必要とする従来型自動開

閉ゲートでは、既設の翼壁の底版を撤去するため、工事

範囲は周囲の護岸に及び、図示していないが、これに伴

う掘削や仮締切も必要となる。 

一方、改良型予備ゲートの土木工事は、翼壁の部分的

な改造にとどまり、大掛かりな土木工事が不要となるた

め、コスト、工期とも大幅に縮減可能と考えられる。 

 

 

6.  まとめ 

 

 当現場において2012年度より続いた既存の土木構造を

利用したゲ－ト自動化の取組みは、改良型予備ゲートが

フィールド実験により、逆流防止と内水排除の基本機能

を有し、全閉時の止水性を満足することを確認できたこ

とで一つの区切りとなる。今後は、実際の運用の中で維

持管理を含め、改良型予備ゲートの有用性、課題の有無

を検証し、既設樋門更新時の本ゲートとしての適用性に

ついて検証を進める予定である。 

また、全国的な既設樋門の老朽化や樋門操作員の高齢化、

豪雨災害の増加といった流れの中で、本研究が自動開閉

式予備ゲート検討の参考になれば幸いである。 
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図-15 従来型自動開閉ゲートと改良型予備ゲートの 

施工比較 
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河川狭窄部における洪水時の河床変動調査研究 
 
 

長町 剛志 
 

四国地方整備局 徳島河川国道事務所 河川調査課 （〒770-8554 徳島県徳島市上吉野町3-35） 

 
 吉野川の治水計画上の基準となる岩津地点は河川狭窄箇所であり、上下流に比べ極端に川幅が狭い。河

川における狭窄部では、下流流量と比して水位が低い現象が確認されており、洪水中に河床変動が発生し

ていることが推測される。このような現象については、未だ多くの河川で解明できていない状況である。 
狭窄部など洪水時の流れが複雑となる箇所の河床変動を把握することは、適正な流量や河道計画を策定

する上で、重要であり、洪水時の河床変動に伴う断面変化について明らかにするための研究を行っている

ところである。今回は検討途中であるが、現在の実施状況について報告する。 

 

キーワード 洪水、河床変動、河道計画、流量把握 

 

1.  はじめに 

洪水ピーク時の河道断面については、一般的に、掃流

力の上昇とともに河床は低下し、その後、流量の減衰に

伴って再堆積することが従来から指摘されているが、そ

の状況は未だに未解明な点が多い。 

吉野川における治水計画上の基準地点となっている岩

津地点（河口から約40km）は上流水位及び下流流出量

に影響を及ぼすほどの狭窄部であり、下流流量と比して

水位が低い現象が確認されている。洪水中に河床変動が

発生していることが推測されるが、その現象については、

解明できていない状況である。 

 

図-1 岩津地点の現状 

狭窄部など洪水時

の流れが複雑となる

箇所の河床変動を把

握することは、治水

計画の検討を行う上

で、下流への影響を

定量化することに繋

がり、特に洪水ピーク時の河床の状況を把握することは

重要となる。 

本研究は洪水時に時々刻々と変化する河床変動及び断

面変化について洪水規模との応答関係を明らかにし、現

象の解明を行うため、これまでの調査結果に加え、最新

の知見を用いた調査・分析を実施するなど、技術的な研

究を行うものである。 

2. 現状と課題 

岩津地点は上下流と比べ、急激に川幅が収縮している

地形条件から、洪水時には高流速が発生し、洪水規模に

よっては河床変動が著しい状況にあると言える。 

 

図-2 岩津橋狭窄部の流速分布計算結果 

 
図-3 既往洪水による経年的な河床変化 

このような地形条件もあってか、岩津地点では、下流

の瀬詰地点と同じの流量が流下しているにも関わらず、

水位上昇量が合わない水位観測値となっており、流量と

水位が比例していない現象が発生している。これは、洪

水中に河床低下が発生しているのではないかと推測され

るが、明確な根拠や判断材料は無い状況にある。 
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図-4 平成16年10月洪水での水位上昇状況 

岩津地点は治水計画上の基準地点となっているだけで

なく、洪水予報河川の基準水位としても用いられており、

洪水中の水位は特に重要なものであることから、これら

の現象を解明することが急務である。 

3.  研究体制 

今回の現象解明では、専門的な知識を有する学識者の

技術的指導が必要なことから、四国内の各水系が抱える

技術的な課題の解決に向けた共同研究、意見交換、啓発

活動を行うため設置されたリバーカウンセラー制度を活

用することとする。 

技術的指導を頂く学識者は以下の通りである。 

 
本体制により平成27年度より現地調査や、研究などを

実施し、課題解決に向けた検討を実施している。 

 

4. 調査研究の結果 

 洪水中の河床変化現象を解明するためには、洪水中の

河床洗掘を加味した流量値の算定が必要であり、洪水前

後の河床形状の把握、最大変動範囲の把握のための地層

測定、流向流速による水面形の把握を試験的に実施する

こととした。 

 

 

図-5 洪水中の河床変化現象の解明イメージ 

 このため、平成27年度では、目的に応じた各種観測を

実施することとした。 
目的 調査手法 

①洪水前後の河床形状の把握 ・ナローマルチビーム測量に

よる河床形状 
②最大の変動範囲の把握のた

めの地層測定 
・サブボトムプロファイラを

活用した河床地層把握 
③流速変化等の把握 ・可搬式電波流速計による洪

水中の流速把握 
・画像監視カメラによる表面

流況把握 
・高水流量観測 

表-1 調査項目 

 

図-6 調査位置図 

 

①洪水前後の河床形状の把握 

 シングルビームによる深浅測量では、面的な河床変

化を捉えることが難しいことから、３次元的な河床地形

の把握が可能なナローマルチビームを用いた測量を実施。 

 ナローマルチビー

ムとは音響ビームを

扇状に発射、受信し

ながら面的に測深で

き、効率的に広範囲

かつ、未側線のない

高密度のデータを得

ることが可能な装置

である。  
図-7 ナローマルチビームを用いた河床面把握 
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岩津地点と瀬詰
地点では、大き
な流量差はない
ものの、水位上
昇量が異なる。

水位(A.P.)

氏名 所　　　　　　　属 役職

武藤　裕則
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研
究部 教授

岡田　将治
高知工業高等専門学校　環境都市デザイ
ン工学科 准教授

張　浩 高知大学防災水工学研究室 准教授

萬矢　敦啓
独立行政法人土木研究所水工研究グ
ループ水文チーム 主任研究員

工藤　俊
独立行政法人土木研究所水工研究グ
ループ水文チーム 研究員

洪水中の河床変化現象の解明

河床形状
（ナローマ
ルチビー

ム）

地層測定
（サブボト
ムプロファ

イラ）

流向流速洪水中の最大河
床変動ポテンシャ
ルの把握

流向・流速の
把握

洪水前後の河床形状
の面的把握変化する堆積層の確認
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図-8 ナローマルチビームによる調査結果 

 調査結果を見ると、岩津地点は上下流断面と比較し、

河床が部分的に深いことが判明した。河床変動は洪水前

後の比較を行う必要があるが、平成27年度については河

床が大きく変化するような大規模洪水が発生しなかった

ため、平成28年度以降の洪水の状況により再度調査・把

握する方針である。 

 

②最大変動範囲の把握のための地層測定 

 洪水により河床が低下する最大変動範囲は、岩盤面

までであり、岩盤面を押さえることで洪水中の最大河床

変動ポテンシャルを把握することが可能となる。一般的

な調査手法は、河床のボーリング調査であるが、流速が

早い水上での作業であることに加え、多大な費用と、調

査時間を要することとなるため、新技術である「サブボ

トムプロファイラ」を導入し、調査を実施した。 

サブボトムプロファイラとは、音波を利用して河床よ

り下部の地層を探査する装置であり、従来は技術的理由

により河川での調査は難しいとされてきたが、近年、ハ

イパワーで河川内でも計測できることが実証されている。

海外（アメリカ）では既に運用がされているものの、国

内河川では全国初の導入であり、河床よりも下部の地層

を探査する新技術として断面の地層変化が把握できる技

術として期待している。 

 

図-9 サブボトムプロファイラの調査イメージ 

 

 

ＦＭチャープ波と呼ばれる周波数を自動的に変調させ

た音波を送受信し、地層の密度変化によって生じる音響

インピーダンス密度の変化を検出することで、地層の変

わり目の位置を探査することを可能としたものである。 

この技術により堆積厚の把握などが可能となり、洪水

中の河床変化を考慮した流量観測や、河床掘削における

施工面の検討などにも今後、大きく貢献できると考える。 

岩津地点では河床形状の経年変化が著しく、10ｍ近い

範囲で砂礫層が堆積している可能性が高く、実態を把握

するため、岩成地層と砂礫堆積層の境界を把握すること

を主目的として地層探査を行った。 

 

図-10 サブボトムプロファイラの調査ライン 

 

図-11 サブボトムプロファイラの調査結果 

 調査の結果、推定岩盤面は非常に深度が深く、堆積

厚が非常に大きいものであると推定することができた。

推定岩盤面より浅い層については、堆積物である可能性

が高く、洪水により堆積物が移動することで、大きな河

床変化が発生し、流下断面積が増加し、水位が上昇しな

い要因として推測できた。 

  

③流速変化等の把握 

 洪水時には流量の増加、水位の上昇に伴い、流速も

比例して上昇する。しかしながら、洪水中に河床が変化

するような河道の場合であれば、河床変化に伴い、流量

の増加などと比例しない流速が発生することが想定され

る。また、洪水流の流速、流向、流量は重要なデータで
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あり、可搬式電波流速計を用いた表面流速の観測や、画

像監視カメラによる表面流況把握などを実施した。 

 可搬式電波流速計は岩津地点にある岩津橋から表面に

電波を照射し、その流速を把握するものであり、１秒単

位での精度の高い流速の観測が可能とする機器である。

平成27年7月に岩津地点で4,000m3/sを記録する小規模洪

水の観測結果状況と結果を整理した。 

 
図-12 平成27年7月洪水時の観測状況 

 

図-13 平成27年7月洪水の電波流速計測定位置 

 

 

図-14 平成27年7月洪水時の流況 

 平成27年7月洪水では水位では一山洪水であったにも

関わらず、二山となる流速変化を観測した。これは特異

的な流速変化であり、洪水中の河床変動の可能性は否定

できないことが判明した。 

 

図-15 平成27年7月洪水における水位・流速 

 

5. 研究のまとめ 

平成27年度は、狭窄部における河床変化の現象を把握

する基礎的な情報として、河床の表面形状、最大河床変

動ポテンシャルを把握した。加えて、小規模な洪水にお

ける特異的な流速変化を観測したことによる、洪水と河

床変化の関係性把握の事象について、概ねの理論的な推

測ができたと考える。 

 特に、全国初の試みであるサブボトムプロファイラに

ついては、推定岩盤面を概ね把握することができたと言

え、一般的なボーリング調査よりも安価であることに加

え、面的かつ定量的な評価として効果的であると判断す

る。本技術については、今回の事例である狭窄部に限ら

ず、河道計画の検討や河川工事における施行管理など多

方面で利用活用でき、大幅な技術の飛躍に繋がると期待

するものと考える。 

 

6． おわりに 

洪水中の河床変動の現象については、その状況が定量

的に測定できる手法が現時点でなく、また洪水毎に現象

が異なることから、単年度の調査のみでは定量的な把握

を行うことは困難である。河床変動や水理現象の解明に

おいては、洪水の規模や、流速、河床変化の状態を適宜

把握し、データの蓄積・分析を実施することは、より実

現性の再現と評価を行う上で重要である。 

今回の研究結果を踏まえ、水理解析や水文観測技術の

試行的運用と観測結果の妥当性検証を行い、現実的かつ

効果的な観測手法技術の確立を引き続き検討していくこ

ととする。 

 

R

R

R

100500 150 200 250 300

AP=19.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

40/10

最高水位 4.31

H.W.L 12.937

H27.7.17
土
嚢

平成27年8月測量断面

電波流速計照射位置

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

水位(m)流速(m/s)

平成27年7月17日 台風11号 岩津観測所 固定点1分平均流速

流速

水位

水位とは不規則な流速の変化が見られる。

軽微な河床変動？？？

1山

2山

1山

水位上昇とは異なる表
面流速の変化を観測。

流速
水位

 河床変動の開始により流速が低下する可能性が推測される。

水位(A.P.) 

水位(A.P.) 

流速(m/s) 

- 251 -



 

国道１８号妙高大橋の維持管理について 
 

 

吉越 政浩1・谷口 雄一2・板谷 優也2・岩井 雅紀2 

 
1北陸地方整備局 高田河川国道事務所 副所長(道路) （〒943-0847 新潟県上越市南新町3番56号） 

2北陸地方整備局 高田河川国道事務所 道路管理第二課 （〒943-0847 新潟県上越市南新町3番56号）. 

 

 国道18号妙高大橋は，2009年にPCケーブル破断が確認され，現在架替え事業を進めている．

架替えが完了するまでの間，現橋を安全に供用するため，定期調査・計測等を行い必要に応じ

て保全対策を実施するとともに，緊急時の対応方針等をまとめた維持管理マニュアルを作成し

て日常管理を行っているところである．損傷の発見から5年以上が経過したため，これまでのモ

ニタリング状況やPCケーブル追跡調査，載荷試験等について，中間報告を行う． 

 

キーワード 維持管理，モニタリング，追跡調査，PCケーブル調査，載荷試験，PC連続箱桁 

 

 

1.  はじめに 

 

 国道 18 号妙高大橋は新潟県妙高市に位置し，大田切

川に架かる橋長 300mの 4径間連続 PC箱桁橋である(写

真-1，図-1)．本橋は 1972 年に，当時の最新技術である

プレキャストセグメントカンチレバー工法によって架設

され，約 45 年間に亘り，主要幹線道路として供用され

てきたところであるが，2009 年度の補修工事の際に，

第 1径間中央で 9本の PCケーブル破断が確認され(図-2，

写真-2)，その後の詳細調査で全ケーブル 504 本中，計

22 本の破断が確認されたため，抜本対策として架替え

を計画しているところである．破断の要因は，橋面等か

らの漏水がシース内に侵入し，PC 鋼材が腐食したため

と考えられる．架替えまでの間，現橋を安全に供用する

ため，外ケーブル補強等の緊急対策の他，定期的なモニ

タリング監視や載荷試験による安全性の確認，維持管理

マニュアルに基づく日常管理を行っているところである． 

 本稿では，これまでに得られたモニタリング計測や試

験の結果等について報告する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図-1 全体一般図 

写真-2 第 1径間の破断状況 

図-2 破断発見箇所断面 

写真-1 妙高大橋 
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2.  維持管理計画概要 

 

PC ケーブル破断発見後「妙高大橋保全対策検討委員

会」を設置し，今後の方針が検討された．この結果，

(1)抜本的対策は架替えとすること，(2)載荷試験で当面

の安全が確認されたことから，対策を講じた上で，架替

えまでの間の管理を強化すること，(3)損傷原因を除去

し，補修と外ケーブル補強を実施すること，(4)モニタ

リングと追跡調査を継続し，破断進行等の異常時の把握

と，結果を交通規制実施に連動すること，等が示された． 

 これらを受けて管理面では「妙高大橋維持管理マニュ

アル」を作成し，これに準じて管理にあたっている．本

マニュアルは，本橋固有の構造の特徴や損傷状況，モニ

タリング内容や計測値取得方法，詳細点検調査項目と頻

度，異常発生時の管理基準と各段階での対応方法等を定

めており，内容や調査試験の頻度等については，適時修

正しながら運用している．表-1に点検調査実施予定を，

表-2に現在実施している対策を示す． 

 

 

3.  監視計測状況 

 

 計測監視項目のうち自動計測モニタリングは，破断に

よる変形の進行に着目し，表-3 に示す項目を監視を行

っている．図-3 に自動モニタリング機器の位置を示す．

モニタリング値が管理基準を越えた場合は，管理者等の

携帯電話に警報メールが自動配信されるシステムとなっ

ている． 

 回転灯による監視は，第 1径間の仮受けステージング 

を不動点とした接触式センサーを設置し，たわみが増加

し接触した際に橋上に設置した回転灯が点灯し，監視カ

メラ(CCTV)等で確認するものである． 

 図-4に損傷が激しい第1径間における2015年度のモニ

タリング計測値の年間推移図を，図-5にこれまでの計測

結果の最大・最小値およびその差の経時変化を示す． 

 これまでの計測結果から，以下のことが確認できた． 

a) 気温の変化に合せてプレキャスト部材間の目地変位の

たわみは推移しており，温度により桁は変形している． 

b) これまでの変化量はほぼ同等であり，現時点では異常 

 

 

値は計測されていない． 

c) たわみは夏期には上反りし，冬期にはたわんでいる．

また，目地変位は支間部(下側)と支点付近(上側)とも

に夏期には縮み，冬期には伸びている． 

d) 補強用外ケーブルは損傷進行時の代替え引張材として

小さい張力を導入し設置しているが，張力に変化は見

られない．なお補強外ケーブルは破断断面積相当分を

配置し，異常時に再緊張可能な構造としている． 

以上のモニタリング計測結果を踏まえると，計測開始

からの著しい劣化進行は生じていないと考えられる． 

 

 

対策項目 位 置 実施間隔 

計
測･
監
視 

CCTVによる監視 全 体 常 時 

自動計測モニタリング監視 
第 1径間と 
Ｐ1支点上 

10分間隔 

接触回転灯装置による監視 第 1径間 常 時 

日常パトロール 全 体 ― 

点
検･

調
査 

PCケーブル詳細追跡調査 全 体 1～2年毎 

載荷試験 第 1，4径間 1～2年毎 

橋梁定期点検 全 体 5年毎 

第 3者被害点検 第 1，4径間 3年毎 

地震時異常点検(震度 3以上) 全 体 地震発生時 

負
荷
軽
減
等 

補強外ケーブル設置 全 体 (済) 

第 1径間ステージング設置 第 1径間 (済) 

特殊車両の通行規制強化 全 体 常 時 

除雪の徹底 全 体 冬 期 

 
表-3 自動モニタリングシステム概要 

計測装置 設置位置 箇所数 計測目的 開始時期 

亀裂変位計 
第1径間 12 セグメント 

目地変位量 

2010. 3 

P1支点上付近 4 2011. 11 

水管式沈下計 第1径間7，9BI 2 たわみ量 2010. 8 

補強ケーブル

張力 
P2支点上 2 

ケーブル 

張力変化 
2011. 11 

温度計 桁外･桁内(A1) 2 温度測定 2010. 3 

湿度計 桁内(第1径間) 1 湿度測定 2011. 11 

  

点検調査 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020～ 

PCケーブル 

追跡調査 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

架替え完了まで継続 
載荷試験 ○ ○ ○  ○  ○  ○ 

橋梁定期点検  ○     ○   

第3者被害点検 ○   ○   ○   

モニタリング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

表-2 対策一覧 

図-3 モニタリング位置 

表-1 点検調査実施予定

表 
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図-4 2015年度モニタリング状況 

(a) 目地変位(上流側) (b) 目地変位(下流側) 

(c) 目地変位(床版下面) (d) 沈下量 (e) 補強外ケーブル張力 

図-5 モニタリング値の最大・最小値とその差の経時変化 
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4.  PCケーブルの詳細調査 

 

 工業用内視鏡カメラを用いて，シース管内部の鋼材状

況を直接観察した．内視鏡調査は，2010年度から 6カ年

継続している．腐食が進行している調査孔 2例を写真-3

に示す．以下に，これまでの調査により得られた結果を

列挙する． 

a) 図-6 にケーブルの配置と損傷状況を示す．これによ

れば張出しケーブルは，防水層設置等の補修対策を講

じたにもかかわらず，湿潤状態箇所や腐食進行箇所が

存在する．特に，定着位置で分類した A，B，D ブロ

ックでの損傷進行が顕著である．これは，歩車道境界

付近の床版上面の土砂化や，車道中心の防水層継目か 

    らの浸水が原因と考えられる． 

b) 定点観測以外の調査孔で，素線破断の進行を内視鏡追

加調査で確認した．すでに別の箇所で破断確認してい

た B ブロック張出しケーブル P1-15L で新たに素線が

消失しており(写真-4)，損傷進行が明らかとなった． 

c) 連続ケーブルへの浸水は治まり，湿潤状態は改善され

ている．桁端部の浸水対策や排水装置補修等の効果に

よるものと考えられる． 

 

 

5.  載荷試験 

 

 載荷試験は破断発見時からこれまで計6回実施し，安

全性を確認している．載荷試験では，20tダンプ6台を用

いて，計120tを試験荷重とした(写真-5)．なお，120t載荷

はB活荷重曲げモーメントの約半分に相当する．載荷試

験は，損傷の激しい第1径間と，比較的損傷が軽微な第 
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0

1
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 年
度

・湿潤状態　　腐食小 ・乾燥状態　　腐食大
・前回調査から変化は見られない ・黒色の発錆が増加

2
0

1
5

 年
度

・湿潤状態　　腐食小 ・乾燥状態　　腐食大
・発錆がごく僅かに増加 ・黒色の発錆が増加

2
0

1
1

 年
度

・湿潤状態　　腐食小 ・乾燥状態　　腐食小
・発錆が若干増加 ・シースの発錆が若干増加

2
0

1
2

 年
度

・湿潤状態　　腐食小 ・乾燥状態　　腐食小
・発錆がごく僅かに増加 ・発錆が若干増加

P1張出し　32L-24BL　起点側 P3張出し　35R-75BL　終点側

2
0

1
0

 年
度

・乾燥状態　　腐食小 ・乾燥状態　　腐食小

・水滲出箇所近傍 ・漏水箇所近傍／表面錆程度

図-6 ケーブル配置と損傷状況 
写真-4 素線破断したケーブル 

      (P1張出し 15L24BL) 

写真-3 ケーブル内視鏡調査例 

 

 

2010年 9月 

2013年 10月 
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4径間のそれぞれについて実施し，たわみを計測した． 

 図-7 に載荷試験の結果を示す．これによると第 1 径

間および第 4径間のたわみは，計算値より小さな値を示

している．しかしながら第 4径間と比べると，第 1径間

のたわみはわずかに大きい値を示している．これは損傷

程度が影響していると考えられる． 

 

 

6.  異常発生時の管理体制 

  

 モニタリング計測等により異常がみられた場合，速や 

かに対応できるよう，役割分担や対応方法を定めた「妙

高大橋維持管理マニュアル」を作成し，対応訓練等によ

り関係者の周知を図っている．対応方法は異常時の対応

が段階的に進む実態に合わせ，管理レベルをモニタリン

グ計測値と関連付け，表-4に示す3段階に設定している． 

 

 

7.  まとめ 

 

  上述のとおり，供用に影響するような大きな異常はこ

れまでに確認されていない．しかしながら損傷の進行が

確認されるケーブルがあることから，今後腐食が進行し，

架け替え前に安全性が低下する可能性は十分に考えられ

る．特に防水に関して，橋面防水や車道目地の注入等の

対策を実施しているところではあるが，確実な対策とは

なっていない．今後もモニタリング監視等による維持管

理を継続するとともに，更なる延命化についても検討し

ていく必要がある．また，本橋は大学等研究機関の研究

フィールドとして提供しており，様々な計測データが得

られていることから，各機関と情報を共有し，維持管理

に役立てていきたい．同時に，本橋の PC ケーブル破断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理レベル モニタリング計測値 主な対応 

注意レベル 

⇓ 
警報メール 

自動配信 

自動計測装置の警報基
準を小さく設定し管理
するレベル． 

・たわみ20mm以上 

・目地変位0.2mm以上 

①モニタリング計測値の確認． 

②CCTV，パトロール確認． 

③変形の増加原因推定． 

④注意レベルが頻繁に現れる場合
は警戒レベルに移行． 

警戒レベル 

⇓ 
回転灯点灯 

変形の増加が注意レベ

ルから相当期間収まら
ず，管理限界の 50%値
のレベル． 

・たわみ40mm以上 

・目地変位0.3mm以上 

①専門技術者に現地調査を要請，

状態確認と変形の増加原因を推
定． 

②詳細調査の実施． 

③交通整理員を配置し大型車を連
行させない(限界レベル対応の準
備)． 

④妙高大橋保全対策検討委員会招
集． 

限界レベル 

変形が管理限界に達す
るレベル． 

・たわみ80mm以上 

・目地変位0.5mm以上 

①交通規制を実施(旧道や高速道路
への迂回)． 

②委員会助言による対策等の実

施． 

 

発覚からの対応やその後のモニタリング結果を，類似の

事象が発覚した際の参考事例として役立てていただけれ

ば幸いである． 

 

 

謝辞：妙高大橋の損傷発覚から今日に至るまで，長岡技

術科学大学 丸山久一名誉教授をはじめとするご関係者

の皆様方よりご指導・ご助言を頂きました．この場をお

借り致しまして厚く御礼を申し上げます． 

78798081828384858687888990919293949596979899
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写真-5 載荷試験 

表-4 モニタリング管理レベルと対応 

図-7 載荷試験 
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堤防の刈草処分における 
新たな取組み（試行）について 

 
 

田知行 志保1・大井 哲哉1・山﨑 友子1・中村 晃子2・時田 正樹3 
 

1信濃川下流河川事務所 管理課 （〒951-8153  新潟市中央区文京町14番13号） 
2新潟県 新潟地域振興局 巻農業普及部 企画振興課 主査普及指導員（〒953－0042 新潟市西蒲区赤鏥1285番1号） 
3新潟県 三条地域振興局 農業振興部 普及課 専門普及指導員（〒955－0046  新潟市三条市興野1丁目13番45号）  

 

 河川堤防維持管理において，異常の早期発見や強度維持のため年2回の堤防除草を行っている．

刈草は家屋連旦部など最小限の範囲で集草し、処分場で焼却処理を行ってきた．焼却による処

分方法では，運搬・処分費等のコストの発生のほか，焼却による二酸化炭素の排出に繋がるこ

とから，従前よりコスト縮減及び刈草の有効活用が求められてきた．そこで，刈草の有効活用

や，維持管理コストの縮減を目的とし，試行的に新潟市中部下水処理場や新潟県巻及び三条農

業普及指導センターと連携し，刈草の有効活用に取り組むこととした．本論文では，この新た

な取組みについて報告する． 
 

 

キーワード 堤防除草，刈草ロール，下水処理場，畜産農家，コスト縮減 

 

1.  はじめに 

 

 信濃川は，千曲川という名で長野県内を流れ，新潟県

に入ると信濃川と名を変え，越後平野を潤し，日本海へ

と注ぐ，幹川流路延長367kmの一級河川である．当事務

所は信濃川の下流部（大河津分水路分派点から河口部ま

での約60km）を管理しており，三条出張所が担当する

上流部（以下，三条管内とする）と，関屋出張所が担当

する下流部（以下，関屋管内とする）に分けられ，新潟

市街地を流れる区間は｢やすらぎ堤｣として，市民の憩い

の場として親しまれている(図-1)． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図-1 管内図 

 

2.  刈草処分の課題 

 

信濃川下流部の直轄管理区間では，出水期前及び台風

期前の堤防巡視・点検に支障がないよう堤防除草を年2

回実施をしている． 

2 回分の堤防除草面積は，500ha 弱である．そのうち

関屋管内では，除草面積の約 8割で集草しているが，三

条管内では，堤防除草面積の 1割程度しか集草していな

い（図-2）．すべての区間で集草が理想であるが，限ら

れた維持管理費の中では，実施できないのが現状である．

つまり，集草せずに｢刈りっぱなし｣がほとんどであり，

刈草を堤防に残置している状態である．刈りっぱなしに

することで，堤防巡視・点検時に堤防変状の把握が困難

になり，河川管理上支障となる事や，風により周辺民家

へ刈草が飛ばされ，苦情がくるといった問題がある． 

 
 
 
 
 

 
 

図-2 除草面積のうち，集草の有無の割合 

 

今般，刈草有効活用に向け，新潟市下水道管理センタ

ー及び新潟県巻及び三条農業普及指導センター（以下，

農業センタ－とする）と連携した 2件の取組みについて

除草面積 500ha 
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概要を述べる. 

 

3.  下水処理場への刈草提供【関屋管内】 

 

(1)下水処理の消化ガス発電と刈草の有効活用 

 新潟市中部下水処理場では，2013 年から下水汚泥処

理で発生する消化ガスを燃料とした消化ガス発電を始め

た.この消化ガス発電によって処理場の消費電力の約

40%を賄っている.さらに，消化ガスの増量を目的とし

て下水汚泥と刈草を混合消化する事業を始め、2016 年

から施設の本格運用となる（図-3）. 新潟市では，刈草

等を積極的に使用することで，消化ガス増量による電気

料金の低廉化，廃棄物有効活用による地球温暖化ガス放

出量の削減を目指している． 

なお，1t の刈草により，100m3 の消化ガスを発生させ，

200kwh発電する．これは 20世帯分が 1 日に使用する消

費電力量にあたる．当該施設の 2016 年度の刈草受入れ

予定量は，年間 200t で，これに対し，堤防の刈草約 38t
を提供予定である．  

 
図-3 消化ガスの発生しくみ 

 
(2)  提供における課題と対応  

 当事務所では，堤防の刈草を有効活用するため，新潟

市の下水道事業と連携することとした．堤防の除草作業

に支障が生じない範囲での提供を前提に，刈草提供の事

前協議を行った．その際の課題と対応は以下のとおり． 

a)下水処理場の受入条件と処分費 

消化ガスを効率よく発生させるために，刈って間もな

い新鮮で青々とした刈草が望ましいとの条件や，受入れ

時間帯，受入れ量の制限があった. また，下水道事業者

に対する引受料の支払いも必要とされた．そこで，受入

条件，引受料，下水処理場までの運搬費を精査し，コス

ト縮減にも有効となるよう，刈草提供範囲を除草後すぐ

に集草・運搬している，やすらぎ堤と関屋分水路の刈草

を提供することとした.  

 
b)｢廃棄物処理及び清掃に関する法律（廃掃法）｣の対

応 
新潟市では，刈草を一般廃棄物としている．除草業者

と運搬業者が異なる場合で，堤防の刈草を河川区域外に

運搬する場合は，一般廃棄物収集運搬許可（以下，運搬

許可とする）が必要で，除草業者と運搬業者が同一の場

合は，運搬許可が不要との見解であった（図-4）．  
 

 
 
 
 
 

 
 

図-4 一般廃棄物収集運搬許可イメージ図 

 

そこで，堤防刈草の受注業者の協力の元，刈草提供範

囲での除草業者と運搬業者を同一とする現場体制を確立

し，法的課題を解決した． 

 

4.  畜産農家への無償提供【三条管内】 

 

(1)畜産における飼料の課題  

 農業センターによると，新潟市西蒲区の畜産農家の多

くは，飼料を輸入に頼っており，現在は円高のため飼料

価格は高止まり状態であった．そのため，安定的かつ安

価な飼料調達による畜産経営の安定と，飼料自給率向上

を模索していた．一方当事務所では，社会資本の維持管

理コスト増大という課題に対し，維持管理コスト抑制，

資源の有効活用の検討を進める中で，刈草の需給バラン

スに合う無償提供の方策を模索していた．このような状

況下で，河川管理者，農業センター，畜産農家の3者が

連携し，試行的に刈草の無償提供を開始した(図-5)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 刈草無償提供のしくみ 

 

(2)給与実証の実施  

刈草の飼料化に向けた試行的取り組みとして，農業セ

ンターから畜産農家へ依頼して頂き，実際に牛に刈草を

与える給与実証を試みた（図-5）．農業センターからは，

刈草は品質のバラツキがあることから，乳牛向けの飼料

には「質」が求められるため適さないが，肉用繁殖牛は

粗強な草でも採食することから，刈草の給与対象として

適当との意見を頂いた．給与実証の対象は趣旨に賛同し
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ヒアリング1回目 ヒアリング2回目 ヒアリング3回目
実施日：平成２７年９月１６日
相手方：モニター（畜産農家）２名
　　　　　農業センター巻・三条　３名

・刈草の印象としては悪くない
・茎の太い草、蔓科の植物は飼料に適さない
・雨にあたり腐ってしまうと使えない
・状態のいい時に取りにこれるとは限らないた
め保管がき
　くものであることが好ましい
・ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞしてもらえれば、活用できる

実施日：平成２７年１０月２６日
相手方：３名（農業センター巻・三条）

【A：ラッピング（水分が少ないもの）】
・発酵が進んでおり、十分飼料として活用可能
・草の種類も含め、想像以上によい印象
【B：ラッピング（水分を多く含むもの）】
・上部は発酵が進みよいが、下部は腐っているよう
・上部と下部を分けて使ってもらえばよいが、小規
　模畜産農家だと活用できないのではないか

実施日：平成２７年１１月９日・１１月１３日
相手方：モニター（畜産農家）　４名
　　　　農業センター巻・三条　３名

【A：ラッピング（水分が少ないもの）】
・これなら最高、あったらあった分だけ欲しい
・いっぺんに取りに来れないので、随時取りに
きたい

水分
％

TDN
％

CP（粗タンパク
質）
％

NDF（総繊維）
％

Oa（高消化性
繊維）

％

Ob（低消化性
繊維）

％
養分以外の割合

１番草 A 秋葉 16.0 44.3 6.3 49.8 3.9 45.3

（6/15採取） B 秋葉 11.9 34.1 5.4 59.1 1.4 58.4
2番草 A 道金 30.4 33.9 5.0 46.1 1.3 46.1
（9/15採取） B 道金 28.3 35.6 6.9 45.7 0.1 46.0
平均 21.7 37.0 5.9 50.2 1.7 49.0

【参考】稲ワラ 12.2 37.7 4.7 71.4 7.3 65.9

栄養価の目安 牛に必要な養分、刈取り時期に左右される

区分 種別

堤外地野草

た畜産農家（以下、モニターとする）とした．沿川地区

には畜産農家が少ないこともあり希望がなかったが，流

域内のやや遠方の畜産農家 4名が希望した．モニター及

び農業センターに対し，刈草をラッピングする等提供方

法に工夫を加えながら， 3 回のヒアリングを実施した

（写真-1，表-1）．  

表-1 モニター現地確認ヒアリング結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 モニターによる現地確認及び刈草ロール作業状況 

 

その結果，ラップを施すことで長期保存が可能となる

ため，腐食しにくくなり，活用可能量が増えるといった

利点があることが分かった．また，ラッピングした刈草

は，嫌気状態になり，乳酸発酵が進むことから肉牛が好

む飼料になることが分かった．  

 

(3)刈草の成分検証 

堤防刈草の 6月の 1 回目除草（以下，1番草とする）

及び 9 月の 2回目除草（以下，2 番草とする）の栄養価

の違いや，肉牛にとって良好な飼料成分であるかを検証

するため，1 番草を集草している秋葉地区のヤードから

2 試料，2 番草を集草している道金地区のヤードから 2
試料採取し，成分検証等を農業センターが実施した．検

証結果を表-2に示す.  

成分検証した4試料を平均すると，飼料エネルギーの

含量を示す TDN や CP の数値が，肉牛農家で一般的に

利用されている稲ワラと比較すると，1 番草も 2 番草も

同程度かそれ以上の栄養価があり，稲ワラの代替粗飼料

として十分に利用可能であることが分かった． 

表-2 飼料分析結果 

 

 

 

 

 

 

なお， 2番草は相対的に見るとわずかに栄養価や品質

が低い傾向がある．これは，7 月～8 月の降雨の影響と

推測される．そのため，刈り取り後，出来るだけ降雨に

当てないよう，速やかにロール・ラッピングを行うこと

により，栄養価の流失による飼料価値の低下を防げると

推測する． 

 

(4)無償配布の公平性について 

 今回の無償配布先は，農業センターを介して調整した

が，今後の無償配布に当たり，公平性の確保を考慮し，

沿川地域で刈草ロールの農業利用への需要があるか確認

した．管内約4700世帯に対し回覧を実施し，また，ヤー

ドでのぼりを揚げ、利用者希望を募る工夫をした  

（写真-2，図-7）．  
 
 
 
 

 

 

 

 

写真-2 刈草ヤードでの無償配布取組み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 無償提供の回覧紙 

 
 その結果，14件の提供要望があった（表-4）．しかし，

用途が営農目的以外や果樹の乾燥防止程度で需要量が1
件を除き，平均すると20ロールと小口であり，沿川では

大きな需要が見込めないことがわかった． 
この理由として，出荷用農作物については，肥培管理

がJA等により徹底されており，別の堆肥を用いると出

荷できなくなる可能性があることが，畑作農家への聞き

取りから分かった． 
 以上より，沿川地域では，新たな需要はあるものの，

大口の需要が見込めないことが分かった．さらなる刈草

の有効活用のためにも，2016年に再度，沿川住民へ回覧

等を実施する予定である． 
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引取り者 使用用途 要望事項，等

A 畑の堆肥 どんなものでも良い。

B 果樹木の乾燥防止 出来るだけ腐食していないものが良い。
C 果樹木の乾燥防止 出来るだけ腐食していないものが良い。
D 果樹木の乾燥防止 出来るだけ腐食していないものが良い。
E 果樹木の乾燥防止 出来るだけ腐食していないものが良い。
F 果樹木の乾燥防止 出来るだけ腐食していないものが良い。
G 畑の堆肥 どんなものでも良い。
H 堆肥 堆肥として使用したいため、試験的に引き取りたい。
I 畑の堆肥 バラの状態のものが欲しい。
J 畑の堆肥 バラの状態のものが欲しい。
K 畑の堆肥 これから農業を始める予定。どんなものでも欲しい。
N 畑の堆肥 どんなものでも良い。
M 畑の堆肥 試験的に引き取りたい。
L 畑の堆肥 運搬しやすいロール状のものが欲しい。

表-4 刈草配布希望者の使用用途，要望等 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  今後の課題  

 

新潟市中部下水処理場への刈草提供については，下水

処理場の刈草受け入れ条件等から，刈草提供範囲が限ら

れている．今後，刈草の提供量を増やすのであれば，新

潟市との更なる調整が必要である． 
三条管内では｢刈りっぱなし｣がほとんどであり，一部

集草している刈草について，ロール・ラッピングを実施

している．また，管内は堤防法尻付近が狭い箇所も多く，

ロール・ラッピング作業は刈草をヤードへ運搬後，行っ

ている．また，新たに集草面積を増やすと，コスト高と

なってしまうため，今後，刈草ロールを増やすためには，

集草コストの精査を十分に行い，その上で無償提供のコ

スト縮減額を算定する必要がある．図-8に刈草を焼却処

分した場合を1.00とした場合のコスト比較を示す． 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 刈草提供作業別コスト比較 

 

刈草の提供方法の今後の課題は，畜産に適する飼料に

するための品質管理方法（乾燥方法，ラッピングのタイ

ミング）と多様な方法で提供する必要のある小口の需要

者にどう対応するか検討する．  
 

6.  まとめ  

 

堤防の刈草処分のコスト縮減方策の試行結果のまとめ

は以下のとおり． 

 ・新潟市下水道管理センターへ刈草提供を行うに当た

り，受入条件，運搬費，引受料等の課題を解決で

きる刈草提供範囲を選定した． 

・｢廃棄物処理及び清掃に関する法律（廃掃法）｣にお

ける一般廃棄物収集運搬については，排出者と運

搬者が同一にすることで，一般廃棄物収集運搬許

可が不要となり，法的課題を解決した． 
・畜産農家への刈草提供については，河川管理者、農

業センター，畜産農家(モニター)の3者が連携して

刈草の無償提供について取り組んだ．その結果，

モニターによる現地確認及びヒアリングが実現し，

改善要望等の意見が把握可能となり，刈草処分の

新たな需要増に繋がることが分かった． 

・農業センターによる刈草の栄養価評価・検証を実施

した．刈草の栄養価は，1番草の方が2番草に比べて

栄養価がわずかに高い傾向であるが，結果として1
番草も2番草も，飼料への有効性が確認できた．ま

た，飼料価値の低下を防ぐ方法としては，刈取り

後，降雨の影響を受けないよう速やかにロール・

ラッピングを行うことで，栄養価の低下を防げる

と推測される．  
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新技術を活用した百間川河口水門の

耐震補強工事

舩木 薫1・児子 真也2・清綱 保志3

1中国地方整備局 岡山河川事務所 工務課 （〒700-0914 岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36）

2中国地方整備局 岡山河川事務所 工務課 （〒700-0914 岡山県岡山市北区鹿田町2-4-36）

3中国地方整備局 岡山河川事務所 百間川出張所 （〒702-8001 岡山県岡山市中区沖元地先）.

百間川河口水門は築造当時から，洪水対策，内水対策，高潮対策の3つの役割を果たしてきた．

しかし，現在の耐震基準を満足しておらず，Ｌ１，Ｌ２地震動に対して耐震性能が不十分であ

ることから，平成27年度より耐震対策事業に着手している．主な対策として，曲げ耐力の向上

のための堰柱の拡幅における仮締切工法では，鋼製パネルで遮水壁を構築する「鋼製仮締切工

法（ＮＤＲ工法）」，門柱のせん断耐力の向上のため鉄筋挿入を行う「ポストヘッドバー工法

（ＰＨｂ工法）」を採用した．本論文では，水門工事でＮＤＲ工法を採用した全国初の取り組

みと，部材厚（鉄筋挿入長）が日本最大クラスの鉄筋挿入工について報告を行う．

キーワード 百間川河口水門，耐震補強，NDR（鋼製仮締切）工法， 

PHb（ポストヘッドバー）工法

1.  はじめに

百間川は，旭川の支流で岡山県岡山市の南部に位置す

る人工河川である．承応3年（1654）の大洪水を受けて，

岡山城下を洪水から守るために，岡山藩の津田永忠が設

計・施工した．その百間川において，治水対策と大規模

な新田開発の両立を図る計画を可能としたのが，百間川

河口水門（以下，昭和水門）である．江戸時代に築造さ

れた石造の水門群は「唐樋」と呼ばれており，手動で操

作されていた． 昭和43年には，百間川の計画高水流量

の増量に伴い，不足する流下能力を補うため，改修を行

った．シェル構造ローラーゲートという鋼製の水門に改

造され，「洪水対策」「内水対策」「高潮対策」の3つ
の役割を果たしている．（図-1）

図-1  百間川河口水門の位置

2.  耐震性能の現状と対策

 昭和水門は昭和43年の築造であるため，現行の耐震基

準に対して，床版，堰柱，門柱が耐震性能を満足してい

ないことが確認された．（表-1）

表-1 耐震照査結果 

部 材 レベル1地震動 レベル2地震動
レベル2-1 レベル2-2

中
央
部
塔
柱

基

礎

杭

水流方向 【OK】 【OK】 【OK】

水流直角方向 【OK】 【OK】 【OK】

床

版

水流方向 【OUT】曲げ耐力 【OUT】曲げ耐力 【OUT】曲げ耐力

水流直角方向 【OUT】曲げ耐力 【OK】 【OK】

堰

柱

水流方向 【OK】 【OK】 【OK】

水流直角方向 【OK】 【OUT】曲げ耐力 【OUT】曲げ耐力

門

柱

水流方向 【OK】 【OUT】せん断破壊 【OUT】せん断破壊

水流直角方向 【OK】 【OK】 【OK】

端
部
塔
柱

基

礎

杭

水流方向 【OK】 【OK】 【OK】

水流直角方向 【OK】 【OK】 【OK】

床

版

水流方向 【OK】 【OK】 【OUT】曲げ耐力

水流直角方向 【OK】 － 【OUT】曲げ耐力

堰

柱

水流方向 【OK】 【OK】 【OK】

水流直角方向 【OK】 【OK】 【OUT】曲げ耐力

門

柱

水流方向 【OK】 【OUT】せん断破壊 【OK】

水流直角方向 【OK】 【OUT】せん断破壊 【OUT】せん断破壊

百

間

川

百間川河口水門 

（昭和水門）
児 島 湾
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中央堰柱の床版部は，図-2のとおり，通常の堰・水門

に比べて張り出しが長く，梁に似た状態と言える．（通

常1～2mに対して，昭和水門は5.5m）そのため，曲げ耐

力に対して脆弱である．曲げ耐力は床版下面に引張が生

じるため，床版の増し厚による対策が最も有効であると

考えられる．しかし，水門の床版は計画河床高HP-2.20m

と合致しており，増し厚した場合には河積阻害となるた

め，不適である． 

この現状を踏まえ，中央堰柱の床版補強対策として，

堰柱の上流側への拡幅に決定した．この場合，堰柱を拡

幅することで床版への曲げ破壊の対策ができ，また河積

阻害も生じない．さらに，レベル2地震動に対して不足

している堰柱の曲げ耐力も向上できる．端堰柱について

も中央堰柱と同様に，コンクリートの増し厚で対策を行

う． 

3.  耐震対策の施工計画 

 (1)堰柱拡幅による対策

a)仮締切工法の選定 

現場は昭和水門の湛水部のため，常時3ｍ程度の水深

を有している．また，堰柱間隔は約20ｍと狭く，狭小部

の作業となる．（図-3）堰柱拡幅は，水中部の既設堰柱

にコンクリートを増し厚するため，施工性を考慮し，ド

ライな環境にするための仮締切が必要である．仮締切の

案として，以下の2つの方法の検討を行なった． 

まず矢板工法による仮締切である．床版と捨石の上に

は矢板を打設できないため，図-4のように，7基の堰柱

全てを覆う，延長215mの締切矢板が必要となる．しかし，

全門閉状態での施工は洪水時の操作ができず，危機管理

上困難であるため，不適である． 

 次に大型土のうによる土堤式の仮締切が考えられる．

百間川河口部の常時堪水という環境から，構造は図-5の

ように「上下流に大型土のうを配置し，止水用に中詰め

盛土」が考えられる．しかし，水深は約3mあり，中詰め

土による大量の濁水が発生する懸念や，堰柱の横に大型

土のうを設置する場合には，管理橋があるため，クレー

ンでの設置が不可能である．（図-6）これらの理由によ

り，施工性，環境性の面から土堤式による締切も不適で

ある．  

これらの検討結果を受け，橋脚等の補強工事で使用例

のある，鋼製函体による仮締切を採用することとした．

配置計画は，堰柱1基分を締め切る函体を製作し，2基目

以降は転用する方法が，流下阻害も小さく工費も安価で

ある．種々存在する鋼製函体による仮締切の工法のうち，

端堰柱と中央堰柱の形状が異なる等の本工事の施工条件

に合致する，「ＮＤＲ工法（Neo-Dry Repair Method）」

を採用した．なお，水門の耐震補強工事でＮＤＲ工法を 

4.24

1. 48

3.02

0号塔柱 1号塔柱 2号塔柱 3号塔柱 4号塔柱 5号塔柱 6号塔柱

約20m

床版 

捨石 

端堰柱

中央堰柱 

端堰柱

下流側

上流側

図-3  昭和水門の平面図

▽+3.650

▽ 計画河床高 -2.20

 +0.50（管理上限水位）
HP. +1.32

HP. -0.90
 朔望平均干潮位

 朔望平均満潮位
5.5m

張り出し幅が通常に比べて長い門
柱

堰
柱

床
版

図-2  中央堰柱構造図

- 262 -



採用したのは全国初である．また，一般的な橋脚等の施

工においては図-7.1のように囲む形式で止水するが，昭

和水門では図-7.2のように構造物を挟み込む形式で止水

した．この形式は，同工法の中でも初の試みである． 

b) NDR工法の特徴 

 ＮＤＲ工法は，鋼製パネルで遮水壁を構築し，河川等

の既設構造物(橋脚・基礎等)の水中部に対して，ドライ

な作業空間を確保する技術である．占有面積が限られる

施工箇所での工事に特に効果的である．国土交通省での

工事の実績も平成26年3月時点で18 件と多い．湛水域等

での施工性が良く，転用を容易に行うことができコスト

縮減が図られる．

図-4  矢板工法による仮締切工法の場合 

図-5  土堤式による仮締切工法の場合 

図-6  堰柱拡幅における管理橋による上空の制限 

c)堰柱拡幅の施工手順

ＮＤＲ工法の手順について述べる．まず，函体を工場

で製作し，進水ヤードまでトラックで運搬する．その後

現地で2分割に組み立て，進水させ，曳航して工事箇所

まで運び，クレーン付き台船で設置する．（図-8）設置

では位置決め，閉合，注水沈殿の作業を行い，さらに止

水機構部の処理を行う．最後に，構造物と函体との間に

支保工を入れ，締切内を排水して完全ドライの状態にし，

本工事に入る．（図-9）施工後は，設置と逆の工程で構

造物から函体をはずし，撤去する． 

中詰め土 

百間川 管理橋 

門柱

堰柱

0号塔柱 1号塔柱 2号塔柱 3号塔柱 4号塔柱 5号塔柱 6号塔柱

約20m

　　　矢板　　　
　　L-215m　　

床版

捨石 

図-8  函体の曳航運搬

図-9  排水完了状況

図-7.1 橋脚の仮締切形状 図-7.2 本工事の仮締切形状 

鋼製函体
鋼製函体 

橋脚 

中央堰柱 
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d) NDR工法の効果

 ＮＤＲ工法の効果として，以下の4点で矢板工法より

優れていた． 

まず1点目に工程である．工場製作の函体を用いるた

め，現場作業の施工日数を短縮することができ，函体の

設置期間を予測できるため，その後の工程も組みやすい． 

 2点目に止水性が高い点である．函体からの水の浸入

はなく，ＮＤＲ工法の水密性の効果は大きいといえる．

ただし，底部の止水ゴムの接着工法には工夫が必要であ

る．  

 3点目に施工性である．矢板工法に比べて現場での仮

締切作業が少なく，作業員の作業も容易となった． 

 4点目に環境である．従来工法と比較して，打ち込み

機械等を使用しないため，騒音・振動・粉塵等作業環境

がかなり改善された．止水ゴムのみ交換すれば型枠を転

用できる点も，産業廃棄物の発生量の減少につながり，

リサイクル性・省エネ性が向上したといえる． 

 このようにＮＤＲ工法には従来技術と比較して有利な

点が多くある．水門の堰柱に使用するのは全国初の試み

であったが，十分に機能を発揮したと考えられる． 

(2)門柱のせん断補強

a)補強対策の選定 

 前述の表-1のとおり門柱部はせん断耐力が不足してい

る．その対策としては2つ考えられる． 

まず門柱のコンクリートを増し厚する方法である．し

かし，増し厚を行った場合，中央堰柱，端堰柱ともにせ

ん断耐力不足となり不適である． 

次に補強筋を挿入する方法である．不足しているせん

断耐力から必要な補強鉄筋量を検討した結果，中央堰柱，

端堰柱ともに施工可能であると判断された． 

これらの検討結果を受け，鉄筋挿入による耐震補強を

採用することとした．昭和水門の門柱部に鉄筋を挿入す

る場合，上流側に，ら旋階段があり，施工が行いにくい

ため，下流側から施工が行える工法が望ましい．（図-

10）それに加えて，既設躯体に削孔しポリマーセメント

を充填することにより補強鉄筋との一体化を図るため，

ポリマーセメンﾄの充填確実性の観点から，削孔本数は

可能な限り少なくする方が良く，そのためには，使用す

る補強筋の径が可能な限り大きいほうが望ましい．以上

より，本工事の施工条件に合致する片側からの施工が可

能な工法のうち，補強筋の径が最大のD32まである「Ｐ

Ｈｂ工法（Post-Head-bar工法）」を選定した．  

b)PHb工法の特徴

 図-11のとおり，鉄筋の差込側には矩形プレートを，

埋込側には削孔径により大きさを調整した小型の丸形プ

レートを摩擦圧接して一体化し，せん断力をうけもたせ

る．この両端プレートの突起により，孔内での鉄筋の定

着性を増大させることでせん断補強効果を確保する機構

となる． 

また，施工後の鉄筋そのものはすべて構造物内に設置

され，かぶり部分によって腐食に対する抵抗性があるた

め，せん断補強後の構造物に対しても補強前と同様にメ

ンテナンスフリーとすることが可能である点も特徴であ

る．施工実績も平成26年3月時点でＮＥＴＩＳ登録され

ている片側施工のせん断補強工のうち，176件と最も多

い． 

c)PHb工法の施工手順

 ＰＨｂ工法の手順について述べる．まず，電磁誘導法

により既設門柱の鉄筋位置の探査を行い，ポストヘッド

バーの施工位置を決定する．決定した施工位置に掘孔し，

孔内の洗浄を行う．その後，孔内湿潤噴霧工を行って湿

潤状態にし，注入材を充填する．そこへポストヘッドバ

ーを丸形プレート側から挿入し，断面を修復して完了と

なる．（図-12） 

図-12  ポストヘッドバー挿入状況

図-10  門柱の工事箇所環境

上流側は，ら旋階段により 

施工が難しい 

差込側 埋込側差込方向

図-11  ポストヘッドバー構造図

上流側 下流側
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d)PHb工法の効果

 ＰＨｂ工法の効果として，以下の4点が従来技術より

優れている点があった． 

まず1点目に経済性である．従来工法と比較して，少

ない仮設足場で施工できるため，仮設費を削減できた．

また，ポストヘッドバーがコンクリート内に埋没されて

いるため，腐食の恐れもなく，維持管理費も縮減できる

と考えられる． 

 2点目に施工性である．ＰＨｂ工法は，鉄筋の組立・

型枠組立・解体がないため，工程を短縮することができ，

工程計画も立てやすく，遅延なく進捗することができた．

既設鉄筋を事前調査したため，削孔時に干渉せず，施工

性の向上も図ることができた． 

 3点目に品質である．ポストヘッドバーが工場製作品

のため，品質の向上が図られた．また，構造物の形状を

維持したまません断補強できる点も，耐久性の向上につ

ながった． 

 4点目に施工性である．ＰＨｂ工法は鉄筋工・型枠工

が不要なので，現場での施工量の削減に繋がり，作業員

の作業も容易になった点も優れているといえる．  

 これらの優れた点により，本工事のような狭隘な環境

で，制約条件の多い現場に大変有効であると考えられる． 

4.  現場見学実施状況 

 工事中の昭和水門における耐震補強の新技術活用状況

と，平成水門の見学を兼ねて，施工業者・自治体・学識

者が見学に訪れた．平成27年10月から，平成28年2月に

かけて，自治体職員51名，学識者6名など，多くの方が

耐震補強事業を見学した．（表-2，図-13） 

 また，耐震補強事業に関するパンフレットも作成し，

広報活動を積極的に実施した．（図-14） 

表-2  現場見学の実績 

5.  今後の耐震対策について

昭和水門の耐震補強工事の堰柱拡幅において，仮締切

による止水が工事の進捗を左右する最重要ポイントと位

置づけ，確実に止水できるＮＤＲ工法を採用した．平成

27年度に実施した耐震補強工事は，順調に進捗・完了す

ることができた． 

今後の課題は，平成29年度に実施する端堰柱の耐震補

強である．端堰柱は中央堰柱とは異なり，堰柱を囲むよ

うに仮締切できないため，ＮＤＲ工法による止水効果が

十分発揮できるよう対応していく必要がある．（図-

15） 

全国的にも水門の耐震補強工事は希少であるため，本

工事は他の河口堰や河口水門の耐震化対策の検討におい

ても大いに参考になると考えられる．岡山河川事務所と

しても工事情報を発信し，また，現場見学会を実施する

など，積極的に情報提供を図っていきたい． 

図-13  現場見学の様子

図-14  耐震対策に関するパンフレット 

図-15  端堰柱の仮締切形状 

年月日 団体 人数 

平成27年10月27日 建設業者 10名 

平成27年11月5日 岡山市理科教員 6名 

平成28年1月29日 東大阪市 9名 

平成28年2月8日 備前県民局 20名 

平成28年2月9日 倉敷市 22名 

仮締切 

端堰柱 拡幅 
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国内初！強震計観測情報を活用した港湾施設 
診断システムの開発 

～地震時初動体制支援の新たな取り組み～ 
 
 

淵ノ上 篤史1・大塚 尚志2 
 
1,2中部地方整備局   名古屋港湾空港技術調査事務所   調査課（〒457-0833 名古屋市南区東又兵ヱ町1-57-3） 

 

 全国に先駆けて「強震計観測情報を活用した港湾施設診断システム」を開発した．このシス

テムは，地震発生時に強震計で観測された地震動情報を用いて係留施設（岸壁）の供用可否判

定を行い，判定結果を基に被害推定マップを作成するものである．供用可否判定は，簡易判定

と詳細判定の二通りの判定手法を備えており，地震動情報の入手から判定まで全て自動計算さ

れる．作成された被害推定マップは，現地の被災状況調査箇所の選定に活用でき，発災後の初

動体制を支援する有効なツールとなる． 
 

キーワード 大規模地震，強震計観測情報，係留施設の供用可否，初動体制支援 

 

 

1. はじめに 

 

 中部地方では，今後30年以内の発生確率が極めて高い

と想定される南海トラフを震源とする巨大地震による甚

大な被害が懸念されている．このような大規模地震が発

生した場合，港湾施設は被災地への緊急物資輸送の拠点

として重要な役割が期待されている．また，図-1に示す

ような港湾背後圏の経済活動をいち早く回復させること

を目的として，港湾BCP（事業継続計画）の作成も進め

られ，港湾機能を早期に復旧させる必要がある．そのた

め，地震発生後の港湾施設，特に係留施設（岸壁）の早

急な供用可否判断が重要となる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1  港湾ＢＣＰの概念1) 

一方で，地震後に津波警報・注意報が発令された場合は，

解除されるまで沿岸域への立ち入りが出来ないことや，

夜間に地震が発生した場合など，現地調査に入るまで数

時間～数十時間程度要することも想定され，岸壁の供用

可否判断に時間を要する可能性がある．  

そこで，中部地方整備局管内7港湾の国有港湾施設を

対象に，地震発生後に臨海部に設置された強震計で観測

された地震動情報を活用することにより，短時間で岸壁

の供用可否判定を行うシステム「強震計観測情報を活用

した港湾施設診断システム」（以下，「港湾施設診断シ

ステム」）を構築した．本論では，港湾施設診断システ

ムの主な開発項目とシステムの稼働実績を取りまとめる

とともに，今後の取り組みについて報告する． 

 

 

2.  港湾施設診断システムの概要 

 

(1)   港湾施設診断システムの地震後の時間的流れと構成 

 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾

空港技術研究所（以下，「港空研」）では，全国の港湾

に設置された強震計（港湾地域強震観測網）で観測され

た地震動情報をメール配信する「地震動情報即時伝達シ

ステム」を構築している．このシステムは地震発生後約

15分以内にPSI値，計測震度相当値，最大加速度の観測

情報をメールにて配信するものであり，メール画面の最

下段には港空研サーバーにおける地震動波形データの在

事前 事後（初動対応＆事業継続対応）

港

湾

機

能

目標

目 標

許容限界

許容限界

時間軸

１００％ 復旧

許容限界以上の
レベルで事業を
継続させる

許容される時間内
に一定の港湾機能
を復旧させる

事象発生

予想復旧曲線

港湾ＢＣＰによる復旧曲線

※港湾ＢＣＰ未策定で、危機的事象への備えも未実施の場合

※港湾ＢＣＰを策定し、危機的事象への備えを実施している場合
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処が記載されている．（図-2） 

この「地震動情報即時伝達システム」と連携することで，

短時間に岸壁の供用可否判定を行う港湾施設診断システ

ムを開発した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2  地震動情報即時伝達システムの配信メール 

 

なお，速度のPSI値とは，野津ら2)により式(1a)で定義

され，地震動の速度の二乗値を，時間方向に積分して平

方根を計算した値であり，港湾構造物の被災程度と相関

が高い地震動指標の一つである． 

 



dttv2PSI値＝速度の         (1a) 

 

開発した港湾施設診断システムは，「地震動情報即時

伝達システム」からのメール受信をトリガーとして，地

震動波形データの入手から岸壁の供用可否判定，被害推

定マップの作成までを自動処理で行うことを可能とした．

このため，津波警報・注意報の発令中や夜間等で現地確

認が困難な状況でも岸壁の供用可否を早期に判定できる．

その時間的な流れの関係を地震発生後の経過時間と対比

して図-3に示す．また，システム構成の概要を図-4に示

す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3  システムの供用可否判定の流れ 

⑤④

地震発生後に強震計観測情報の入手、地震応答解析及び

施設の供用可否判定（マップ化）を全て自動処理

地震動情報即時伝達システム
「地震動情報メール」 配信
地震発生後約15分後

施設診断システムＰＣ

⑥ 強震計観測データの変換

（地表・地中のデーターから工学的

基盤上の入力地震動に変換）

⑦ 係留施設供用可否

簡易判定（評価線による判定）

⑧ 係留施設供用可否

詳細判定（FLIP解析）

港空研サーバー

（強震計観測記録）

地震を観測した強震計の

観測記録を入手

※対象の強震計

7港湾で合計13ｹ所メール配信、取得
アクセス

観測記録入力

解析結果の出力

・図、表

・Excel ファイル

メールサーバー(中部地整)

③ 指定した時間間隔で
アクセス

(PSI値などの情報入手)

(加速度時刻歴波形の入手)

強震計
(各港湾事務所)

港空研

中部地整

①
データ送信

(震度3以上)

②

⑨被害推定

マップの作成
（GIS）

 

図-4  システム構成の概要 

 

(2)   対象の強震計と対象施設 

 港湾施設診断システムで対象とする強震計は，中部地

方整備局管内7港湾にある13箇所の強震計とした．また，

対象施設は国有港湾施設のうち，主に耐震強化施設とコ

ンテナバース（矢板式岸壁，桟橋式岸壁および重力式岸

壁）の計50施設とした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5  港湾施設診断システム対象港湾 

 

 

3.  係留施設供用可否判定手法の構築 

 

(1)  強震計観測データの変換 

 港空研サーバーから入手する地震動波形は，地表もし

くは地中で観測されたものである．供用可否判定では，

工学的基盤上の地震動波形を利用するため，吉田3)が提

案する周波数依存性を考慮できる等価線形化法を採用し，

観測波形データを工学的基盤上の地震動波形に変換した． 

地震動が観測された強震計ごとに 

PSI値，計測震度相当値，最大加速度が表示 

地震動波形の在処を表示 

丸数字：対象強震計設置数 

（ ）：対象施設数 

現地調査を踏まえた

総合的な被害判定

施設診断システムによる自動処理

地震
発生

※１ 地震動の大きさや構造形式により計算時間が変動 （1～30時間程度）
※２ 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）では、地震発生から51時間後（約2日後）に解除

経過

時間

数分 数時間※１ 数日※２

津波警報・注意報発令中
（岸壁に近づくことが出来ない期間）

警報・注意報解除
（現地踏査可能）

机上で被害状況を推定

被害推定
ﾏｯﾌﾟ作成

地震情報
取得 詳細

使用可否判定

簡易

現地被災
状況調査
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(2)  簡易判定手法 

 簡易判定手法は，係留施設の被害と相関性が高い速度

のPSI値をパラメータとして，各施設における残留水平

変位及び式(2a)に示す鋼部材の最大曲率比の評価線から

行うこととした． 

時の曲率全塑性モーメント発生

発生最大曲率
最大曲率比＝   (2a) 

各施設の評価線は，対象施設が位置する地域で想定さ

れているレベル2地震動（海溝型地震，内陸活断層型地

震，M6.5直下型地震，南海トラフ巨大地震）及び再現期

間（50～500年）を考慮した確率波の計10波程度を対象

に，FLIP4)による地震応答解析を行い，その結果を用い

て設定した．評価線の例として，ある施設における速度

のPSI値と残留水平変位，鋼部材の最大曲率比との関係

から設定された評価線を図-6および図-7に示す． 

なお，FLIPとは二次元地震応答解析を行うプログラム

であり，兵庫県南部地震等における係留施設の被災事例

を再現できているとして，特に港湾施設の耐震性能照査

で用いられるプログラムである． 

最大曲率比は，地震中の鋼部材の状態を表す指標であ

る．例えば，矢板式岸壁においては，港湾の施設の技術

上の基準・同解説5)によると，最大曲率比が1.0未満であ

れば，構造的な安定が保たれており，残存耐力有りと判

定できる．しかし，地震後に係留施設に船舶が接岸した

際に作用する接岸力や牽引力に対して鋼部材に発生する

応力状態も評価する必要がある．このため FLIP解析で

は，地震後の10秒間に設計対象船舶の接岸力や牽引力相

当の節点集中荷重を作用させ，地震後の船舶接岸時の応

力状態も把握した． 

設計では船舶接岸時（作業時）に，発生断面力が設計

耐力以下（発生する応力が降伏以下）であることを照査

する．地震後の接岸時の応力状態を示す指標に設計耐力

比（発生応力／降伏応力）を用い，速度のPSI値との関

係を整理すると，図-8に示すように地震後の船舶接岸時

の設計耐力比が速度のPSI値と比較的高い相関性を示す

ことが明らかとなった． 

以上に示したとおり，速度のPSI値と残留水平変位，

最大曲率比および設計耐力比の関係を示す評価線（図-6

～図-8）を用いることで，供用可否判定を実施する． 

図-9に簡易判定における供用可否判定フローを示す．

予め評価線（図-6～図-8）を作成しておくことにより，

実際の地震発生時には，速度のPSI値が算出されると瞬

時に係留施設の供用可否を判定することが可能となった．  

なお，通信網が不通になった時の対応として，気象庁発

表の震度階級に対する供用可否判定機能も備えた． 

評価線が図-6～図-8の係留施設では，図-6および図-7

より速度のPSI値が61cm/s1/2未満で供用可能となり，図-8

より速度のPSI値が57cm/s1/2未満では暫定供用（長期）と

区分される．これらをまとめると，表-1に示す供用可否

分となる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6  速度のPSI値と残留水平変位の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7  速度のPSI値と最大曲率比の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8  速度のPSI値と船舶接岸時の設計耐力比の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9  供用可否判定フロー（矢板式岸壁の場合） 

【残存耐力評価】
最大曲率比<1.0

暫定供用不可

START

Yes：残存
　 　耐力有り

No:残存耐力無し

Yes：接岸可能

【供用可否判定】
残留水平変位<2m

No：接岸不可

暫定供用可(長期)

【供用可否判定】
鋼材の接岸時の
設計耐力比<1.0

暫定供用可(短期)

No：長期暫定
    供用不可
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表-1  供用可否区分 

 

ここで，暫定供用可（長期）とは，構造上の問題が無

く，地震後であってもほぼ通常時と同じような供用が可

能な施設である．また，暫定供用可（短期）とは，構造

上に問題があるが，水平変位の進展が無いことを確認し

ながら供用できる状態であり，緊急物資輸送等の一時的

かつ短期的な供用を想定している． 

簡易判定手法による判定結果の例を図-10示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10  簡易判定結果の例 

 

(3)  詳細判定手法 

 詳細判定は，二次元地震応答解析FLIPを用いて計算

するものとした． 

まず，予め作成しておいた解析モデルに，観測された

地震動波形データから工学的基盤上の地震動波形に変換

した波形を入力し，FLIP解析を行う．続いて解析結果

（結果一覧，残留変形図，応答時刻歴波形，曲げモーメ

ント図等）を出力し，供用可否の判定までを自動で行う. 

また，残留水平変位と船舶接岸時の設計耐力比の関係か

ら相関性を把握し，図-11に示す評価線を設定した．観

測地震動を用いたFLIP解析から得られる残留水平変位と

図-11を用いることで，船舶接岸時の鋼材の応力状態を

考慮した供用可否判定を行うこととした．評価線が図-

11の施設では，残留水平変位が0.41m未満であれば，接

岸時の設計耐力比が1.0未満となり，暫定供用可（長

期）の判定となる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11  岸壁の残留水平変位と接岸時の設計耐力比の関係 

 

また，コンテナクレーンが搭載されている岸壁につい

ては，コンテナクレーンを固有周期，重心位置および減

衰定数を考慮したハリ要素と質点要素を用いてモデル化

し，岸壁上部工に搭載した．これにより，FLIP解析でク

レーン重心質点における応答最大加速度が得られる．こ

の応答最大加速度を用いて，クレーンの浮き上がり限界

加速度および設計震度に対する照査を可能とした．解析

結果（判定結果一覧，残留変形図，曲げモーメント図）

例を図-12および図-13に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-12  解析結果の例（左：残留変形図，右：鋼管杭のモーメ

ント分布図） 
 
 

速度のPSI値(cm/s1/2) 供用可否 

57未満 暫定供用可（長期） 

57以上   61未満 暫定供用可（短期） 

61以上 暫定供用不可 

◎

対象船舶：108,500DWT

対象船舶：108,500DWT

◎

◎供用可否判断 暫定供用可(長期)

地震中の最大曲率比
(土留め)

0.49 全塑性未満

船舶接岸時の作用耐力比
(桟橋杭)

0.17 降伏未満

地震中の最大曲率比
(桟橋杭)

0.16 全塑性未満

供用可否判断

計測震度を用いた簡易判定(速度のPSI値が得られない場合等に実施する
ことができる。判定の精度は速度のPSI値を用いた方法には劣る。)

震度階級 4以下

残留水平変位(岸壁) 0.06m

残留水平変位(土留め) 0.10m

地震中の設計耐力比
(上部工コンクリート)

0.09 設計耐力以下

暫定供用可(長期)

地震中の最大曲率比
(土留め)

0.30 全塑性未満

船舶接岸時の作用耐力比
(桟橋杭)

0.01 発生応力は降伏未満

地震中の最大曲率比
(桟橋杭)

0.00 全塑性未満

○○港岸壁(-16m)

速度のPSI値を用いた簡易判定

工学的基盤における
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3.6

残留水平変位(岸壁) 0.01m
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図-13  詳細判定結果の例 

(4)  被害推定マップの作成 

簡易判定および詳細判定の結果を被害推定マップとし

て出力した例を図-14に示す．供用可否判定の区分別に

色分けされ，発災時には災害対策本部への報告に使用さ

れることを想定している．また，総合的な災害対策マッ

プとしての活用も想定し，追加情報にも対応できるよう，

地図ソフトはGISを採用した． 

 

 

4.  システムの稼働実績と結果 

 

2016年4月1日，三重県南東沖を震源とするM6.1の地震

が発生した．この時強震計で観測された地震動データを

基に，4港の36施設について港湾施設診断システムによ

る供用可否判定が行われた．港湾施設診断システム開発

後，比較的広域の揺れを観測した初めての地震であり，

貴重な稼働実績であることから以下に取りまとめる．  

 

(1)  稼働実績 

4月 1日  
11:39 ・地震発生（震源三重県南東沖，M6.1） 

清水港，三河港，衣浦港，名古屋港の強

震計で地震動を観測 
11:49 ・港湾地域強震観測網（港空研）より地震

動情報のメール配信 
12:02 ・港湾施設診断システムによる地震動情報

のメールチェック 
・システム稼働開始【地震発生 23分後】 
・判定対象施設 36 施設（清水港 7，三河港

3，衣浦港 6，名古屋港 20） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14  被害推定マップの例 

(1)桟橋・護岸の天端変位{○○岸壁(-14m)：荷役機械有り}
位置 変位 水平(m) 鉛直(m)

残留変位 -0.86 -0.13
最大変位 -1.05 -0.15
残留変位 -1.12 0.07
最大変位 -1.39 0.10

*)水平　正=陸側,負=海側
*)鉛直　正=上向き,負=下向き

(2)コンテナクレーンに対する照査結果{○○岸壁(-14m)：荷役機械有り}

浮き上がり ○
設計震度 ○

(3)鋼管杭・鋼管矢板に対する照査結果{○○岸壁(-14m)：荷役機械有り}

杭1 0.94 0
杭2 2.88 1
杭3 0.97 0
杭4 0.82 0
杭5 0.93 0

矢板
0.33 0

控え直杭
0.89 0

杭1 6595.0 16130.8 ○ － 11064.2 ○ 1
杭2 1522.0 16846.2 ○ 51.9 11779.6 ○ 1
杭3 1103.5 17561.6 ○ － 12495.0 ○ 1
杭4 1478.5 18277.0 ○ 46.6 13210.4 ○ 1
杭5 5405.0 18326.0 ○ 1731.0 13259.4 ○ 1
矢板 － － － － － －

控え直杭 － － － － － －
*)杭の番号は、海側からの番号である。 5

(4)タイ材に対する照査結果{○○岸壁(-14m)：荷役機械有り}

タイ材 894.4 4292.4 ○ 1
9

(5)上部工に対する照査結果{○○岸壁(-14m)：荷役機械有り}

上部工 ○
*)発生モーメントと設計曲げ耐力の比が最も大きくなる部材位置での値

上部工 ○ 1
*)発生せん断力と設計せん断耐力の比が最も大きくなる部材位置での値

(6)供用可否の判断{○○岸壁(-14m)：荷役機械有り}

(7)2点間の相対変位{○○岸壁(-14m)：荷役機械有り}
残留変位 -0.21
最大変位 -0.27
残留変位 0.00
最大変位 0.00
*)　正=拡幅,負=縮まり

クレーンに対する照査

6.80

暫定供用可(長期)とな
る最大曲率比の上限値

0.32

○

全塑性モー
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生していな
い。
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杭
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塑性ヒンジ

箇所数
評価 備考
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期)の閾値(岸壁天端の残留水平変
位)

0.23m
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浮き上がらない

応答値は設計震度以下

浮き上がり
限界加速度(Gal)
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221.9

256.0
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0.25
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クレーン基礎間
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○
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存在する。
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判定

2935.0

設計曲げ耐力
(kN･m)

3130.6

判定
発生

曲げモーメント
(kN･m)

詳細判定結果 

清水-2 富士見4号岸壁 -12 240 40,000 桟橋式 矢板式 － 0.20 ◎ ○ ◎ － － － － －

清水-3 富士見5号岸壁 -12 240 40,000 桟橋式 矢板式 － 0.20 ◎ ○ ◎ － － － － －

清水-4 日の出4号岸壁 -12 240 40,000 桟橋式 重力式 耐震(緊急物資) 0.43 ◎ △ ○ 0.60 ◎ △ ○ －

清水-5 日の出5号岸壁 -12 240 40,000 桟橋式 重力式 耐震(緊急物資) 0.44 ◎ △ ○ 0.48 ◎ ○ ◎ －

1.10 － － ◎ 有り

1.00 － － ◎ 無し

1.10 － － ◎ 有り

1.00 － － ◎ 無し

1.10 － － ◎ 有り

1.00 － － ◎ 無し

清水-14 興津1号岸壁 -10 185 18,000 矢板式 － 耐震(緊急物資) 0.24 × － × 0.65 × － × －

清水-15 興津2号岸壁 -10 186 15,500GT 桟橋式 重力式(ﾌﾞﾛｯｸ積み) 耐震(緊急物資) 0.43 × △ × 0.30 ◎ ○ ◎ －

清水-16 興津3号岸壁 -10 185 15,500GT 桟橋式 重力式(ﾌﾞﾛｯｸ積み) － 0.43 × △ × 0.30 ◎ ○ ◎ －

清水-24 興津11号岸壁 -12 220 40,000 重力式 － 耐震(緊急物資) 0.32 － － ◎ 0.99 － － ◎ －

清水-25 興津12号岸壁 -12 220 40,000 重力式 － 耐震(緊急物資) 0.32 － － ◎ 0.99 － － ◎ －

清水-26 興津13号岸壁 -10 185 18,000 桟橋式 重力式(ﾌﾞﾛｯｸ積み) － 0.54 ○ △ ▲ － － － － －

清水-27 興津14号岸壁 -10 185 18,000 桟橋式 重力式(ﾌﾞﾛｯｸ積み) － 0.54 ○ △ ▲ － － － － －

0.68 － － ◎ 有り
0.65 － － ◎ 無し
0.83 － － ◎ 有り
0.82 － － ◎ 無し

残留水平変位：興津2号、興津3号岸壁の残留水平変位は、土留天端での値である。それ以外の施設は、岸壁天端の値。

残留水平
変位
(m)

鋼材に
対する

照査結果

桟橋上部工
に対する
照査結果

供用可否
残留水平
変位
(m)

鋼材に
対する

照査結果

桟橋上部工
に対する
照査結果

供用可否

簡易診断結果 詳細診断結果

クレーンの
有無

富士見

清水

日の出

袖師

清水-8 袖師6号岸壁 -12 240 40,000

興津

対象
船舶
(DWT)

構造形式 土留構造形式 施設の種類港湾 地区 No. 施設名称
計画
水深
(m)

施設
延長
(m)

清水-9 袖師7号岸壁 -12 240 40,000 重力式 － ｺﾝﾃﾅﾊﾞｰｽ 1.82

◎重力式 － ｺﾝﾃﾅﾊﾞｰｽ 1.82 － －

清水-10 袖師8号岸壁 -12 240 40,000 重力式 －

－ － ◎

ｺﾝﾃﾅﾊﾞｰｽ 1.82 － － ◎

新興津
清水-28 新興津1号(-15m) -15 350 99,518

清水-A 新興津2号(-15m) -15 350 99,518 重力式 －
耐震(幹線貨物)
コンテナバース

0.62

◎重力式 －
耐震(幹線貨物)
コンテナバース

0.48 － －

－ － ◎

富士見4号岸壁

富士見5号岸壁

日の出4号岸壁

日の出5号岸壁

興津1号岸壁

興津2号岸壁

興津3号岸壁

興津11号岸壁

興津12号岸壁

興津13号岸壁

興津14号岸壁

袖師6号岸壁

施設名称

袖師7号岸壁

袖師8号岸壁

新興津1号(-15m)

新興津2号(-15m)

供用可否の観点

暫定供用可(長期)
(本体部)

暫定供用可(短期)
(本体部)

桟橋上部工 土留め部

岸壁天端水平変位：0.15m 岸壁天端水平変位：0.41m 岸壁天端水平変位：0.19m 岸壁天端水平変位：0.22m 2015/12/02/08：55

岸壁天端水平変位：0.15m 岸壁天端水平変位：0.41m 岸壁天端水平変位：0.19m 岸壁天端水平変位：0.22m 2015/12/02/08：55

岸壁天端水平変位：0.74m 岸壁天端水平変位：0.95m 岸壁天端水平変位：0.13m 傾斜角：5.0° 2015/12/02/08：55

岸壁天端水平変位：1.14m 岸壁天端水平変位：1.40m 岸壁天端水平変位：0.13m 傾斜角：5.0° 2015/12/02/08：55

岸壁天端水平変位：0.09m 岸壁天端水平変位：0.10m － － 2015/12/02/08：55

土留天端水平変位：0.03m 土留天端水平変位：0.57m 土留天端水平変位：0.15m 傾斜角：5.0° 2015/12/02/08：55

土留天端水平変位：0.03m 土留天端水平変位：0.57m 土留天端水平変位：0.15m 傾斜角：5.0° 2015/12/02/08：55

岸壁天端水平変位：2.00m 傾斜角：5.0° － － 2015/12/02/08：55

岸壁天端水平変位：2.00m 傾斜角：5.0° － － 2015/12/02/08：55

土留天端水平変位：0.01m 土留天端水平変位：0.24m 土留天端水平変位：0.05m 傾斜角：5.0° 2015/12/02/08：55

土留天端水平変位：0.01m 土留天端水平変位：0.24m 土留天端水平変位：0.05m 傾斜角：5.0° 2015/12/02/08：55

変形量許容値等

地震の時刻残存耐力の観点

岸壁天端水平変位：2.00m 傾斜角：5.0° － － 2015/12/02/08：55

2015/12/02/08：55－岸壁天端水平変位：2.00m 傾斜角：5.0° －

2015/12/02/08：55岸壁天端水平変位：2.00m 傾斜角：5.0° － －

岸壁天端水平変位：2.00m 傾斜角：5.0° － － 2015/12/02/08：55

2015/12/02/08：55－岸壁天端水平変位：2.00m 傾斜角：5.0° －
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図-14  港湾施設診断システムの稼働実績 

 

(2)  結果 

 判定結果は全施設「供用可」であり，施設の変状等も

なかったが，地震発生から全施設の詳細判定が完了する

までに15時間弱を要した．港湾施設診断システムでは，

詳細判定を行う際のFLIP解析でパソコンに相当な負荷が

かかることから，1台で同時に実行できるFLIP解析数は6

ケースと設定している．解析を行う優先順位も設定して

おり，①観測された地震動の速度のPSI値の大きい施設，

②施設の位置づけ（耐震強化岸壁かどうか）③取扱貨物

量の3点より設定した優先順位を基に，優先度が高い施

設から順次FLIP解析が実行されていく．現在は1台体制

であり，計算待ちの状態の施設が非常に多かったことか

ら全施設解析までに時間を要した．また，システム開発

後初めての地震であり，様々な課題も見受けられたこと

から，逐次改善を進めているところである．  

 

 

5.  結論 

 

 (1)  港湾施設診断システムの開発 

総合的な供用可否判定は，現地の被災状況を確認した

後に行う必要があるが，この港湾施設診断システムを活

用することで，津波警報・注意報発令中や夜間等，現地

調査に入ることができない期間に，多くの施設の中から

供用できる可能性が高い施設を予め机上で絞り込むとが

できる．特に，出力結果の被害推定マップは，現地の被

災状況調査箇所の優先度を検討する判断材料となり，効

率的・効果的な初動体制構築のための一助になるものと

考える． 

 

(2) 今後の取り組み 

2016年熊本地震のように，最初の地震発生以降，同規

模の後震が散発的に発生する場合において，後震の地震

動レベルに応じた詳細判定実施の判断基準を設けること

や，前震による変位や部材の応力状態を考慮した後震の

施設診断手法の検討を進めていきたい．また，各港湾事

務所に港湾施設診断システムを導入し，機動的かつ冗長

的に供用可否判定が行える体制を構築していくとともに，

当事務所においてはパソコンを増台し，総解析時間の短

縮を図る． 

港湾施設診断システムの一応の完成により，発災時の初

動体制支援が可能となった．しかし，現地の被災状況調

査では，人的な制約や資機材等の制約があることから，

岸壁を全て隈無く調査することは，現実的に困難な状況

が想定される．今後は効率的・効果的に点検・診断がで

きる技術，あるいは港湾施設診断システムと連携した点

検システムの開発など，災害発生時の初動体制支援をよ

り充実させるような取り組みを進めていきたい． 
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湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 野津地震防

災研究領域長，小濱耐震構造研究グループ長にご指導を

いただきました．ここに記して謝意を表します．  
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12:05 ・簡易判定１施設目完了 
12:08 ・詳細判定開始 
12:09 ・簡易判定全施設終了【地震発生 30分後】 
12:12 ・簡易判定結果のマップ化１港目終了 
12:19 ・全港の簡易判定結果のマップ化終了 
12:54 ・詳細判定１施設目完了 

4月 2日  
02:16 ・詳細判定全施設終了 

【地震発生 14時間 37分後】 
02:36 ・全港の詳細判定結果のマップ化終了 

  

地震情報

取得

地震
発生

経過

時間

12:02

（23分）

詳細判定

供用可否判定（４港３６施設）
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１施設目終了
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（40分）

4月2日

02:16

（14時間37分）

02:36

（14時間57分）

12:54
１施設目終了
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三次元CAD情報を活用した木造住宅の 
耐震性能評価手法の開発 

 
中川 貴文1 

 
1国土技術政策総合研究所 建築研究部 基準認証システム研究室 （〒305-0902 茨城県つくば市立原1） 

 

 現在、新築されている戸建木造住宅の85％が軸組構法であり、そのうちの90％がプレカット

（あらかじめ工場で木材を加工して、現場で短期間に組み上げること）を利用して生産されて

いる。木造住宅の構造性能を評価するためには、軸組（柱・梁等の木材）の情報や、接合部

（金物）に関する設計情報が必要であるが、プレカット加工用CADデータには上記情報が三次

元情報として作成されており、許容応力度計算や応力解析との親和性は極めて高い。本研究で

は木造住宅用CADの構造図やプレカット加工の際に作成される三次元CAD情報に着目し、構造

性能評価と連携する手法の検討を行った 
 

キーワード 木造住宅，プレカット，三次元CAD，地震応答解析  
 

1.  はじめに 

 現在、新築されている戸建木造住宅の85％が軸組構法

であり、そのうちの90％がプレカット（あらかじめ工場

で木材を加工して、現場で短期間に組み上げること）を

利用して生産されている（図1）。プレカット加工は三

次元CAD・CAMを用いた全自動機械加工が主流となっ

ている。木造住宅の構造性能を評価するためには、軸組

（柱・梁等の木材）の情報や、接合部（金物）に関する

設計情報が必要であるが、プレカット加工用CADデー

タには上記情報が三次元情報として作成されており、許

容応力度計算や応力解析との親和性は極めて高い。構造

部材に関して、三次元CADによる詳細な情報が我が国

の大半の木造住宅の生産において作成されていることは、

他の国や、他の構造種別（鉄骨造、鉄筋コンクリート造

等）による建築物と比べてみても特殊な状況といえる。

現在2階建て木造住宅では、新築時の構造性能確認とし

て壁量計算のみが求められているが、住宅生産時に作成

される三次元CAD情報を活用すれば、すぐにでも詳細

な構造計算を行える状況にある。しかし、毎年数十万戸

分作成されている三次元CAD情報は、構造性能評価に

活用されることなく、プレカット工場で死蔵されている

のが現状である。図2に木造住宅の設計・生産の標準的

な流れを示したが、現状では、意匠設計の段階で確認申

請が行われ、その後にプレカット加工に入り初めて軸組

の架構等の構造に関する検討が行われることが一般的で

ある。この流れを変えてプレカット加工の際の三次元情

報を構造設計に活かすことができれば、合理的により構

造安全性の高い木造住宅の生産が可能となる。 

 ここでは、木造住宅用CADの構造図やプレカット加

工の際に作成される三次元CAD情報に着目し、構造性

能評価と連携する手法の検討を行った研究内容について

紹介する。三次元CAD情報として研究対象としたのは、

後述するCEDXM（シーデクセマ）と呼ばれるファイル

フォーマットであり、これを木造住宅用の構造解析ソフ

トウェア（wallstat：ウォールスタット）と連携させるこ

とを試みた。 
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図-1 プレカット材を利用した木造軸組構法住宅の割合 
（資料：全国木造住宅機械プレカット協会） 

図-2 木造住宅の住宅生産の現状と合理化イメージ 

- 272 -



2.  CEDXM（シーデクセマ）とは 

 CEDXMとは、木造軸組構法住宅に関する建築意匠

CADとプレカット生産CADのデータ連携を目的として

構築された標準的なファイルフォーマットである。木造

住宅用のCADには、意匠設図作成用のCAD、構造図作

成用のCAD、プレカット加工図作成用のCAD等がある

が、三次元情報として作成されることが標準的であり、

それらのCADの情報の橋渡しをするのがCEDXMファイ

ルフォーマットである。三次元情報の中には、プレカッ

ト加工の際に必要となる下記の情報が含まれている。 

①軸組（木材）の架構の情報 

木造住宅を構成する軸組の両端部の三次元座標、寸法

（幅・高さ）、端部の加工形状など 

②接合部の情報 

軸組と軸組を繋ぐ継手・仕口の接合部の仕様、金物の

種類、三次元座標など 

③壁の情報 

筋かいや合板釘打ち耐力壁や、内装材・外装材の壁の

仕様、三次元座標など 

④水平構面の情報 

床、小屋組等の水平構面の仕様、面積、三次元座標な

ど 

 これらの情報は許容応力度計算などの構造計算を行う

ために必要な情報であり、実際に木造住宅用CADソフ

トウェアの中には構造図を作成するだけでなく、許容応

力度計算を行う機能を持つものも多い。CEDXMは①～

④の情報をファイルとして作成する際の標準フォーマッ

トであり、CEDXMに従ってファイル出力を行うことで

様々なCADと連携をすることができる。NPO法人シーデ

クセマ評議会では標準ファイルフォーマットとして維持

管理と更新、さらなる開発及び普及などを目的として活

動をしている。長期優良住宅の重要事項である「構造の

安定」及び住宅履歴書の保存が求められているが、

CEDXMファイルを長期優良住宅の履歴情報の保存等に

活用することも可能となる。 

2.  地震倒壊解析ソフトウェアwallstat 

 本研究で構造性能評価手法として用いたソフトウェア

は、筆者が開発した木造住宅用の倒壊解析ソフトウェア

（wallstat）である。2010年12月よりインターネット上で

公開を開始し、下記URLから無償でダウンロードするこ

とができる。 

ダウンロードURL： 

  http://www.nilim.go.jp/lab/idg/nakagawa/wallstat.html 

  （短縮URL：http://bit.ly/wallstat3） 

  ※Google等で「wallstat」で検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-4 wallstatの画面 

図-3 wallstatの概要 
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wallstatは木造住宅の建物全体の地震時の損傷状況や倒

壊過程をシミュレートする数値解析プログラムであり、

パソコン上で建物を立体骨組によりモデル化し、振動台

実験のように地震動を与えて（時刻歴応答解析）、計算

結果を動画で確認することが出来る（図3）。従来の解

析ソフトウェアでは建物が倒壊するまでを追跡すること

は困難であったが、wallstatでは非連続体解析手法である

「個別要素法」を基本理論とすることで木造住宅が地震

時に損傷し、完全に倒壊するまでをシミュレーションす

ることが可能となった。多くの実大木造住宅の振動台実

験との比較・検証により解析結果の精度が確認されてい

る。メディア等で紹介されたこともあり、公開開始から

現在（2016年8月）まで、ホームページのアクセス数は

27,500回、ソフトウェアのダウンロード数は7600回、

youtubeの動画の再生回数は29,100回に達している。

wallstatは図4に示したようなwindowsのGUIを備えており、

画面を見ながら木造住宅の解析モデルを作成し、変形の

大きさ、損傷状況、倒壊の有無等の解析結果をアニメー

ションによって確認することができる。数値解析の専門

知識が無くても実際に目で見て地震時の木造住宅の応答

挙動や、耐震性能を確認できるため、大学生や構造設計

者の教育用ツールとしても使われている。図5は振動台

実験に用いられた実大木造住宅の解析モデルの一例であ

るが、解析モデルでは構造躯体となる骨組（木材）1本1

本をモデル化し、その中に耐震要素となる壁のバネや、

骨組を連結する接合部のバネをモデル化する。壁や接合

部のバネの強さは実験の結果や文献のデータから決定し

て設定する。図6はwallstatによる解析結果と振動台実験

の倒壊過程を比較した動画のスナップショットであるが、

試験体の接合部が引き抜けて破壊する過程や、1階が層

崩壊する倒壊過程が精度よく再現されているのが分かる。

その他、図7に示したように地震被害を受けた社寺建築

の再現解析や6階建の中層木造建築物の構造検討等に活

用されている。  

3.  wallstatとCEDXMの連携 

 プレカットの際に作成される三次元CAD情報は、構

造解析モデルとの親和性が高いということは、プレカッ

ト材を用いて生産される木造住宅全てが高度な三次元構

造解析を行える状況にあることとなる。本研究ではプレ

カットの際の三次元情報を活用した木造住宅の耐震性能

評価（構造計算）が広く普及することを目指して、

CEDXMファイルを介してwallstatで木造住宅の三次元

CAD情報を読み込み、自動で耐震シミュレーションを

行うことが出来る連携手法の検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振動台実験 

 

解析結果 

加振開始 14秒後 27秒後 28秒後 

図-6  振動台実験の応答解析 

図-5  三次元骨組による解析モデル 

(a) 骨組 (b) 耐震要素 (c) 解析モデルの外観 

図-7  wallstatの解析例 

(a) 社寺建築の地震応答解析 

（柱脚の滑り・浮き上がり挙動の計算） 

(b) 6階建て木造建築物の 

応答解析 
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実際の検討作業としては2013年度からCEDXM評議会の

開発委員会において、連携に向けた情報の整理や、ソフ

トウェア開発を行った。 

wallstatは解析モデル作成の際に、テキスト入力で軸組や

構面の端部の3次元座標を入力する必要があり、木造住

宅1棟分の主要構造部材や耐震要素を全て入力すると、1

日がかりの作業となり、ユーザーの負担となっていた。

CEDXMと連携して、三次元座標を自動で解析モデルに

変換できれば、この負担が大きく軽減されることになる。

CEDXMはXMLファイル形式が採用されており、木造住

宅を構成する柱・梁等の軸組の端部の3次元座標、断面

寸法、樹種、ヤング係数等がテキスト情報として、保存

されている。2000年の開発開始からバージョンアップを

継続し、現在バージョン7が最新である。木造住宅用

CADやプレカットCADで普及しているのはバージョン4

であるが、各CADソフトによってCEDXMファイルで出

力する際の軸組等の情報の精密さ（解像度）が異なると

ころがあり、また、wallstatで解析モデル作成の際に必要

とされる情報についても、CADソフトで異なるところ

があった。そこで、表1に示した通り、情報の解像度に

応じて、両者の連携により自動でモデル化される項目の

レベル分けを行った。レベル1では軸組・筋かい耐力壁

は自動でモデル化されるが、他の情報は解析モデルに反

映することは出来ない。接合部や水平構面の情報は反映

されないため変形しないものとして解析を行うこととな

る。レベル2では筋かい耐力壁以外の鉛直構面もモデル

化され、レベル3になると、開口部や小壁、レベル4にな

ると、接合部や水平構面についても解析モデルに反映さ

れることになる。連携に関する検討で分かったととして、

レベル1～2までは標準的な木造住宅用CADやプレカット

CADから出力されるCEDXMファイルで連携可能であり、

レベル3～4となると、出力するCADソフト側で、wallstat

で必要となる情報の解像度向上が必要となる。各連携レ

ベルに対応する建物を考えてみると、レベル1～2は新築

の壁量計算を想定した木造住宅（接合部は変形しない。

水平構面は剛床と仮定。）であり、レベル3～4は性能表

示制度や耐震診断を想定した既存、新築木造住宅（接合

部、水平構面の構造検討も必要）を対象にしているとい

える。 

4.  wallstat ver.3の概要 

 前章の連携に向けた検討結果を反映して、CEDXMフ

ァイルを直接読み込む機能を実装した新たなバージョン

wallstat ver.3を6月からインターネットで公開を開始した。

各種CADソフトから出力されたCEDXMファイルから、

簡単な操作で解析モデルを作成し、地震応答シミュレー

ションを実行することが可能となった。ファイルを直接

読み込むだけで自動生成される解析モデルの連携レベル

は2程度であるが、新たに開発したプリ・ポスト処理を

行うGUIインターフェース（wallstat studio）により、鉛直

構面、水平構面、接合部等の手直しを簡単に行うことが

可能となり、自動処理ではないが、レベル4相当の連携

も実現された。ver.3のアップデートでは上記の三次元

CADデータとの連携の他、様々な地震動を自動で連続

入力したり、図8に示したように建物の強さを自動で変

化させ、地震応答シミュレーションを連続実行する機能

（パラメトリック・スタディ用ツール）の追加や、解析

モデル ショーケース（様々な建築物の解析モデルのサ

ンプル）の公開も開始された。 

5.  カンファレンス「 wallstatの利活用事例 と 

    CEDXMとの連携について」 

 

  wallstatの利活用事例とCEDXMとの連携に向けた検討

の成果について、平成28年6月9日に東京、9月1日に広島

において「木造住宅の耐震性能評価の見える化」と題し

てカンファレンス（主催：NPO法人CEDXM評議会、広

島県工務店協会、国総研）が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル化する
項目

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

軸組 ◯ ◯ ◯ ◯

筋かい耐力壁 ◯ ◯ ◯ ◯

筋かい以外の耐
力壁

× ◯ ◯ ◯

開口部

（小壁のモデル
化）

× × ◯ ◯

接合部の変形 × × × ◯

水平構面の変形 × × × ◯

図-8 強さの異なる木造住宅のパラメトリック・スタディ 

一度に計算！

表-1 wallstatとCEDXMの連携のレベル 

- 275 -



 

カンファレンスではwallstatとCEDXMの連携の状況、民

間企業におけるwallstatの利活用事例の紹介が行われ、著

者からwallstatとCEDXMの連携による耐震シミュレーシ

ョンについて説明があった。ハウスメーカー、工務店、

CADベンダー、大学、研究機関等から参加者があり、

討議の中では、今後の連携の展開の可能性等について活

発な議論がかわされた。このカンファレンスを契機に今

後、具体的な実証事例が提案されることなどが期待され

る。 

6.  おわりに 

 本研究による成果は、前述のURLから無償でダウンロ

ード可能であり、動画等はyoutubeで公開されている

（youtubeで「wallstat」を検索）。今後もユーザーや開発

者の意見を反映させて改良を続けていきたい。 
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図-1 Cバンドレーダ雨量計（赤城山） 

Xバンド及びCバンドMPレーダ雨量の合成による 
高精度広域雨量観測 

 
 

山地 秀幸1・川﨑 将生1・土屋 修一1 
 

1国土技術政策総合研究所 河川研究部 水循環研究室 （〒305-0804 茨城県つくば市旭1） 
 

国土交通省では、近年、増加する集中豪雨や局所的な大雨による水害や土砂災害等に対して、

河川管理や防災活動等に役立てるために、39基のXバンドMPレーダ雨量計で構成される

「XRAIN」による高解像度かつリアルタイムのレーダ雨量情報を提供している。しかし、都市部

と比べて山間部ではXRAINの観測範囲外の領域が多く、また、使用する電波の波長帯の特性から

強雨域では観測不能となる領域が発生する場合があった。 

本研究は、レーダ雨量計による雨量観測の概要を述べるとともに、Xバンド及びCバンドMPレ

ーダ雨量の合成によるレーダ雨量情報の高度化について報告するものである。 
 

キーワード 豪雨監視、雨量観測、CバンドMPレーダ雨量計、XRAIN  
 

 

1.  はじめに 

 
近年、増加する集中豪雨や局所的な大雨による水害や

土砂災害等に対して、適切な河川管理や防災活動等に役

立てるために、国土交通省では2010年より「XRAIN」に

よるレーダ雨量情報を提供している。これまでのXRAIN

は、39基のXバンドMPレーダ雨量計で構成されており、

高解像度（250mメッシュ）でほぼリアルタイム（観測頻

度1分、観測から配信に要する時間が1～2分）の雨量情

報を配信していた。しかし、都市部と比べて山間部では

XRAINの観測範囲外の領域が多く、また、使用する波長

帯の特性から強雨域では電波が大きく減衰し（降雨減

衰）、観測不能となる領域（電波消散域）が発生する場

合があった。 

この課題を克服するために、国土技術政策総合研究所

では、XバンドMPレーダ雨量計と、降雨減衰が小さく電

波消散域が発生し難いCバンドレーダ雨量計の連携技術

について検討した。その結果、Cバンドレーダ雨量計を

高性能化（MP化）したCバンドMPレーダ雨量計で観測さ

れたレーダ雨量を、XバンドMPレーダ雨量計で観測され

たレーダ雨量と組み合わせることで、XRAINの配信エリ

ア拡大と従来のXRAINで問題視されていた電波消散域の

発生を抑えた観測の安定化を可能にした。本研究では、

レーダ雨量計による雨量観測の概要を述べるとともに、

Xバンド及びCバンドMPレーダ雨量の合成によるレーダ雨

量情報の高度化について報告する。 

 

2.  レーダ雨量計による雨量観測 

 

レーダ雨量計とは、国土交通省水管理・国土保全局及

び道路局が所有している降水量観測に特化したレーダを

指す。レーダ雨量計は回転するアンテナから指向性をも

ったパルス状の電波を送受信することで、レーダ雨量

（降水強度）を算出しており、地上雨量計が設置されて

いない場所でも、降水量を面的に把握することができる。 
 

(1)   Cバンドレーダ雨量計 
Cバンドレーダ雨量計は1976年に赤城山でレーダ雨量

計第1号機としての運用が開始されて以来（図-1）、

2016年現在で26基設置されており、全国をカバーするレ

ーダ雨量情報（最小観測面積1kmメッシュ、観測頻度5分、

観測から配信に要する時間5～10分）を配信している。 

Cバンドレーダ雨量計は、単偏波の電波を送受信する

ことで算出されるレーダ反射強度Zを用いてレーダ雨量

Rrを算定するZ-R方式（式2a）を採用している。 

β
rR・BZ =      （式2a） 
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図-2 Xバンド MPレーダ雨量計（新横浜） 

図-3 Cバンド MPレーダ雨量計（羅漢山） 

図-4 九州北部周辺地域におけるレーダ雨量画像（2012年 7月 九州北部豪雨） 

レーダ反射強度Zからレーダ雨量Rrを算定するには、

レーダ反射強度Zとレーダ雨量Rrを結びつけるパラメー

タであるB及びβの値を定める必要があるが、雷雨や台

風等の降雨タイプで異なり、また時々刻々と変化するた

め一義的に定めることができず、定量的にレーダ雨量を

算定することが難しい。このため、地上雨量計で得られ

た雨量とのキャリブレーションを即時的に行うことで、

面的な定量性を確保している。Cバンドレーダ雨量計の

観測頻度が5分となるのは、地上雨量計とのキャリブレ

ーションに要する時間によるところが大きい。 

 
(2)   XバンドMPレーダ雨量計 
Cバンドレーダ雨量計により、日本広域を対象とした

豪雨監視が可能になった。しかし、2008年7月、兵庫県

の都賀川では集中豪雨による河川水位の急激な上昇によ

り、河川にいた5名が流され亡くなるという水難事故が

発生し、また、石川県の浅野川では集中豪雨による氾濫

で浸水被害が生じた。相次ぐ水難事故及び水災害を契機

に、ゲリラ豪雨に対応した豪雨の監視体制の強化が求め

られた。そこで、当時のCバンドレーダ雨量計によるレ

ーダ雨量情報の高度化（高頻度更新化、高解像度化）を

実現するために、XバンドMPレーダ雨量計の導入が進め

られ、2016年現在、XバンドMPレーダ雨量計は39基設置

されている（図-2）。 
XバンドMPレーダ雨量計は、水平偏波と垂直偏波の2種

類の電波を送受信することで、レーダ反射強度Zだけで

なく、水平偏波及び垂直偏波の位相差の距離変化Kdpを

用いてレーダ雨量Rrを算定することができるKdp方式

（式2b）を採用している。 

2
r 1R aKdpa・・α=                （式2b） 

ここに、 α ：雨量算定補正係数 
1a 、 2a ：理論的に算出した係数 

Kdp方式を採用することで、地上雨量による補正を用

いずとも定量的な雨量観測が可能であり、ほぼリアルタ

イムにレーダ雨量情報（最小観測面積250mメッシュ、観

測頻度1分、観測から配信に要する時間1～2分）を配信

することができる。 

 
(3)   CバンドMPレーダ雨量計 
Cバンドレーダ雨量計（最大観測範囲300km）はXバン

ドMPレーダ雨量計（最大観測範囲80km）と比べて観測範

囲が広いものの、1種類の単偏波を用いており観測精度

が劣っている。そこで、国土交通省水管理・国土保全局

では機器更新のタイミングで、Kdp方式を採用したCバン

ドMPレーダ雨量計に順次更新している（図-3）。 

 
(4)   レーダ雨量計の観測精度 
2012年7月に発生した九州北部豪雨の事例を対象に、C

バンドレーダ雨量計、XバンドMPレーダ雨量計及びCバン

ドMPレーダ雨量計のレーダ雨量画像を図-4に示す。Cバ

ンドMPレーダ雨量計はXバンドMPレーダ雨量計に見られ

る強雨域での電波消散による観測不能領域が見られず、

XバンドMPレーダ雨量計と雨域形状、雨量分布が概ね一

致していることが確認された。また、地上雨量計（下関

地点）、XバンドMPレーダ雨量計（古月山レーダ）、Cバ
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図-5 雨量時系列（2012年 7月 九州北部豪雨） 

図-6 クレスマン内挿法のイメージ 

 

図-7 Xバンド MPレーダ雨量計の距離別の精度指標 

図-8 Cバンド MPレーダ雨量計の距離別の相関係数 

ンドMPレーダ雨量計（釈迦岳レーダ）の雨量時系列を比

較したところ、図-5に示すように、降雨減衰による電波

消散の影響で古月山レーダでは観測されていない時間帯

があるが、釈迦岳レーダでは全ての時間帯で雨量が観測

されており、また、観測精度も古月山レーダと同等程度

であることが確認された。 

 

3.  MPレーダ雨量計の合成技術 

 

XバンドMPレーダ雨量計とCバンドMPレーダ雨量計（以

下、MPレーダ雨量計）が連携することによって、降雨減

衰による電波消散域を補間できると同時に、観測条件等

からCバンドMPレーダ雨量計によってXバンドMPレーダ雨

量計より高精度な観測が可能な範囲はCバンドMPレーダ

雨量を反映することで、より高精度な雨量情報の提供が

可能となると考えられる。そこで、国土技術政策総合研

究所ではXバンドMPレーダ雨量とCバンドMPレーダ雨量の

合成技術について検討している。 

 

(1)  Xバンド及びCバンドMPレーダ雨量の合成 

複数のXバンドMPレーダ雨量計で観測されたXバンドMP

レーダ雨量はクレスマン内挿法を用いて合成される。ク

レスマン内挿法のイメージ図を図-6に示す。各Xバンド

MPレーダ雨量計で観測されたレーダ雨量は、XバンドMP

レーダ雨量計の観測特性、合成メッシュとXバンドMPレ

ーダ雨量計の距離、観測高度等に応じて重み付けがされ

ており、XバンドMPレーダ雨量の重み付け平均値として、

XバンドMPレーダ雨量計の合成雨量が算出される（式3a、

式3b）。 

∑

∑

=

−= N

i
i

N

i
ii

W

WD

1

1
jG                                  （式3a） 

svh WWW ・・=iW                              （式3b） 

ここに、 jG ：合成メッシュに内挿される合成雨量 

iD ：極座標上のレーダ雨量  

iW ：内挿に用いる重み係数 

hW ：水平重み関数 vW ：鉛直重み関数  

sW ：距離重み関数 

XバンドMPレーダ雨量だけでなく、CバンドMPレーダ雨

量計で観測されたCバンドMPレーダ雨量についても、ク

レスマン内挿法で合成するにあたり、XバンドMPレーダ

雨量計とCバンドMPレーダ雨量計ではKdp方式の適用範囲

や観測範囲が異なることから、Xバンド及びCバンドMPレ

ーダ雨量を精度良く合成するためには、Xバンド及びCバ

ンドMPレーダ雨量計の観測精度に応じて適切に重み付け

をして合成する方法を検討する必要がある。このため、

MPレーダ雨量計について、距離別に観測精度を検証し、

MPレーダ雨量計からの距離と観測精度の関係を明らかに

した上で、Xバンド及びCバンドMPレーダ雨量を精度よく

合成するための重み付けの方法を開発した。 

図-7は平成25年度の35基のXバンドMPレーダ雨量計に

おける距離別の精度指標（相関係数、RMSE、総雨量比、

回帰係数）の平均値を示している。図-7を見ると、0～

30kmの精度に比べて30～60kmの相関係数が低く、RMSEが

増加しており、観測精度が下がっていることが分かる。
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図-9 Xバンド MPレーダ雨量計の距離重み関数 

図-10 Cバンド MPレーダ雨量計の距離重み関数 

図-11 レーダ雨量画像（2014年 8月） 

図-12 雨量時系列（2014年 8月） 

図-13 XRAIN（拡大試行版）のホーム画面 

一方、CバンドMPレーダ雨量計（城ヶ森山、釈迦岳）で

は、図-8に示すように、60km以遠で相関係数が下がる傾

向にあることが確認された。これらの結果を受け、図-9、

図-10に示すように、XバンドMPレーダ雨量計とCバンド

MPレーダ雨量計で、クレスマン内挿法に適用する距離重

み関数 sW を変えている。 

 

(2)  MPレーダ雨量計による合成雨量の精度検証 

2014年8月に発生した台風12号におけるXバンドMPレー

ダ雨量計のレーダ雨量画像とMPレーダ雨量計の合成雨量

画像（図-11）を見ると、合成によりXバンドMPレーダ雨

量計の電波消散域がカバーされていることが確認できる。

また、地上雨量、XバンドMPレーダ雨量、MPレーダ雨量

計の合成雨量の時系列を比較した結果（図-12）、降雨

減による電波消散の影響でXバンドMPレーダ雨量計によ

る観測では過小となっていた強雨を捉えることができ、

雨の降り始めから降り終わりに至るまでMPレーダ雨量計

による観測結果が地上雨量計による観測結果とほぼ一致

していることが確認された。 

 

(3)  XRAIN（拡大試行版）による雨量情報 

2016年7月より、Xバンド及びCバンドMPレーダ雨量の

合成技術の成果を活用したXRAIN（拡大試行版）の試験

運用が開始され、XRAIN（拡大試行版）による雨量情報

を「川の防災情報」1)で閲覧することができるようにな

った。XRAIN（拡大試行版）のホーム画面を図-13に示す。

XRAIN（拡大試行版）による雨量情報は最小観測面積が

250mメッシュ、観測頻度が1分、観測から配信に要する

時間が1～2分程度で、従来のXRAINの観測性能と同等程

度である。また、観測対象領域が日本全域に拡大され、

広域の雨量情報を配信することが可能になった。 

 

4.  おわりに 

  

本稿では、レーダ雨量計による雨量観測の概要を述べ

るとともに、Xバンド及びCバンドMPレーダ雨量の合成に

よるレーダ雨量情報の高度化について報告した。Xバン

ド及びCバンドMPレーダ雨量の合成により、より広いエ

リアを対象に、高解像度かつリアルタイムな雨量情報の

配信が可能になるとともに、従来のXRAINで問題視され

ていた電波消散域の発生が抑えられ、レーダ雨量計によ

る雨量観測の安定性が向上した。 

 

 

参考文献 

1) 「川の防災情報」： 
http://www.river.go.jp/ 
 

- 280 -



日

 
 

 

関東地

 

   東京

導路部

変化し

できな

用し，

誘導路
 

 

 

 

1.  はじめ

 

空港には，

をするために

がある． 

東京国際空

1旅客ターミ

をつなぐ，エ

ト舗装版下の

し，表面排水

域において，

要が生じた．

 

々供用

いて[羽

地方整備局 東

京国際空港の

部において，

し段差が生じ

ないため，夜

精度の高い

路の大規模な

キ

に 

航空機への旅

に航空機が駐機

空港の第1ター

ミナル地区(写

エプロン誘導路

の埋立て地盤の

水勾配が変化

大規模なコン

 

写真-

用条件下

羽田空

東京空港整備事

の第１ターミ

舗装版下の

じていた.東京

夜間の限られ

い施工と確実な

な改修を実施

キーワード 

旅客の搭乗や

機するエプロ

ーミナルビル

写真-1）では，

路部において

の不等沈下に

したため，(写

ンクリート舗

-1 施工位置図

下にお

空港初の

荒

事務所 第一建

ナル前面に位

埋立て地盤の

京国際空港で

た閉鎖時間帯

な施工時間の

した. 

東京国際空港

や貨物の積み下

ンと呼ばれる

ル前面に位置す

エプロンと誘

，無筋コンク

より，段差が

写真-2）に示す

舗装の改修を行

図 

 

ける誘

の高強度

荒井 淳希

建設管理官室 

位置する無筋

の不等沈下が

では航空機の運

帯で施工を行

の遵守を行い

港，エプロン

下ろし

る施設

する第

誘導路

クリー

が発生

す区

行う必

 

東

修工

し

プロ

利用

で，

た．

 

2.  

 

 

エ

誘導路大

度ＰＲ

希 

（〒144-004

筋コンクリー

が発生し，エ

運用上エプロ

行うことができ

,日々供用に

ン誘導路改修，

東京国際空港で

工事では、エプ

しかし，航空需

ロンを24時間

用しない23:00

コンクリート

 

工事概要 

エプロン誘導路

大規模改

Ｃ版の

41   東京都大

ト舗装版で作

プロン誘導路

ロンを 24 時間

きる高強度 P

に支障を与える

，高強度PRC

で過去に実施し

ロンを終日閉

需要の拡大によ

閉鎖すること

0～5:00までの

トの舗装改修を

写真-2 施工

路の改修工事は

改修に

の採用]

大田区羽田空港

作られたエプ

路の表面排水

間閉鎖しての

PRC 版での施

ることなくエ

版  

したコンクリー

閉鎖して施工を

より，飛行機

とができないた

の時間を活用

を実施するこ

工区域図 

は，夜間閉鎖

につ

 

港3-3-1）  

プロン誘

水勾配が

の施工が

施工を採

エプロン

ート舗装の改

を行ってきた。

を駐機するエ

ため，国内線が

し，短い時間

とが求められ

中（23:00～

改

   

エ

が

間

れ

 

- 281 -



 

5:00）の限ら

機が使用する

供用を厳守す

が必要となる

このため，

応しやすい高

することにな

本工事の施

 

工事工期

無筋コンク

高強度PRC

枚 

 

3.  高強度P

 

高強度PRC

計基準強度6

結させたラチ

版の剛性が高

また，高強

（図-3）を用

型金物に挿入

にプレストレ

となっている

コッター式

部分交換を行

手を外して版

 本工法は，

度PRC版を一

路を開放でき

 

 

図-1

られた時間帯の

ることとなる

するため，確実

る． 

日々供用を可

高強度PRC版に

なった．  

施工数量と施

：2014年10月1

クリート舗装版

C版（1枚当たり

PRC版とは 

C版（写真-3）

60N/mm2）と圧

チストラス鉄

高く変形しにく

強度PRC版同士

用いている．コ

入し，ボルトを

レスが導入され

る． 

式継手のボル

行うことも可能

版のジャッキア

コッター式継

一体化できるた

きる． 

 施工フロー 

のみの施工で

（以下，日々供

実な工法と施

可能とし，短

にて，東京国際

工フロー(図-

15日～2015年

版撤去：4,63

り約7.5m×2.5

は，高強度コ

圧縮鉄筋・引張

筋（写真-4）

くい構造とな

士の連結には，

コッター式継

を締め付ける

れ，隣り合う

ト，H型金物を

能である．ま

アップをする

継手を締め付

ため，仮据付時

 

であり，日中は

供用という）．

施工サイクルの

短い施工時間で

際空港で初めて

-1)を以下に示

年11月13日 

5㎡ 

5m）据付：合計

コンクリート

張鉄筋を部分的

により構成さ

っている． 

コッター式継

継手は，H型金物

ことで目地部

版を連結する

を取り外せば，

た，沈下時に

ことも可能で

付けるだけで，

時でもエプロン

 

は航空

日々

の確立

でも対

て施工

示す． 

計252

（設

的に連

され，

継手

物をC

部だけ

る構造

版の

には継

である． 

高強

ン誘導

 

 

4.  

 

 本

設置

金具

よる

  高

コン

版仮

日目

う計

高

 

(1) 

事

設コ

既

装版

写

施工方法 

本工事は施工フ

置する前に既設

具を設置し，事

る仮設嵩上げを

高強度PRC版の設

ンクリート舗装

仮置き，(2日目

目)跡埋めモル

計画した． 

高強度PRC版設

既設コンクリ

事前に計画高ま

コンクリート舗

既設コンクリー

版に事前に取り

写真-3 高強

 

写真-4 ラチス

図-3 コッタ

フロー(図-1)の

設のコンクリー

事前に計画高ま

を実施する． 

設置の施工手

装版撤去及び上

)裏込グラウ

ルタル等仕上げ

置の施工方法

リート舗装版撤

まで仮設嵩上げ

舗装版の撤去(

ート舗装版につ

り付けた吊り上

強度PRC版 

 

トラス鉄筋 

ター式継手 

のとおり，高強

ート舗装版に

まで，アスフ

手順としては，

上層路盤新設

ト及び目地グ

げ工の3日サイ

法は下記のとお

撤去 

げしたアスフ

(写真-5)を実施

ついては，コ

上げ金具を用い

強度PRC版を

吊り上げ用の

ァルト舗装に

(1日目)既設

・高強度PRC

ラウト充填(3

クルで行うよ

おりである． 

ァルト及び既

施する． 

ンクリート舗

い，ラフター

 

 

の

に

設

3

よ

既

舗

ー 

- 282 -



写真

 

クレーンで吊

 

(2) 上層路盤

 既設コンク

高に合わせる

敷均しはブ

をタンデム振

て転圧締め固

 

(3) 高強度P

高強度PRC

散するように

度PRC版を設

敷設後，コ

夜間施工1日

夜間施工2

込グラウトや

後，コッター

グラウトの注

行う． 

真-5 既設コン

写真-6 

吊り上げ，撤去

盤敷設 

クリート舗装版

るため，上層路

ブルドーザ及び

振動ローラ，二

固めを行う． 

RC版設置 

C版を設置する

にビニールフィ

設置（写真-6）

コッター式継

目の施工は終

2日目は，高強

や目地グラウ

ー式継手の本締

注入孔の跡埋め

ンクリート舗装

 

高強度PRC版設

去を実施する

版を撤去後，

路盤の嵩上げ

びバックホウ

二次転圧にタ

る前に，裏込グ

ィルムを敷設

する． 

手の仮締め

終了となる． 

強度PRC版の高

トの注入(図-

締めを行う． 

めや目地工を

装版撤去 

設置 

． 

計画している

げを実施する．

で行い，初期

イヤローラを

ラウトが十分

設し，その上に

（写真-7）を行

さ調整を行い

4)を実施し，

3日目は，裏

実施し，仕上

 

 

る地盤

 

期転圧

を用い

分に拡

に高強

行い，

い，裏

その

裏込め

上げを

 

5.  

 

（1）

本

なお

足し

（5m

必要

日

工1

版仮

高

て細

 

1)既

既

装版

要が

  

2) 上

 上

で最

確実

で施

写真

施工上の課

）施工上の課

本工事では，エ

おかつ，高強度

しない場合に日

mm）を満足する

要となった． 

日々供用に支障

日目の既設舗装

仮置きの施工手

高強度PRC版の施

細心の注意を払

既設コンクリー

既設舗装版撤去

版に損傷を与え

がある． 

上層路盤敷設 

上層路盤敷設に

最も施工に時間

実に遵守できる

施工できるよう

高

真-7 コッター式

図-4 目地構造

 

課題と工夫 

題 

プロンの閉鎖

度PRC版据付の

日々供用ができ

る施工が課題

障を与えないた

舗装版撤去及び

手順が特に重要

施工において

払い，施工する

ート舗装版撤去

去(吊り上げ)時

えないよう慎重

においては，高

間がかかるため

るよう，施工方

うにする必要が

高強度PRC版 

式継手仮締付

造断面図 

鎖時間の遵守が

の段差の許容値

きない.このた

であり，精度

ための施工と

び上層路盤新設

要である． 

ては，特に下記

ることとした

去 

時においては，

重かつ短時間

高強度PRC版設

め，エプロン

方法を工夫し，

がある． 

付け 

 

が必要であり，

値（5mm）を満

ため，許容値

の高い施工が

して，夜間施

設,高強度PRC

の項目につい

． 

，隣接する舗

で実施する必

設置1日目の中

の閉鎖時間を

，より短時間

 

満

が

施

い

舗

必

中

を

間

- 283 -



 

写真-8 油圧ジャッキを用いた地切り 

 

 

写真-9 段差解消スロープ 

 

また，上層路盤の高さ調整を確実に行わないと高強度

PRC版仮置き時に段差が生じることとなる．段差許容値は

5㎜以内のため，高精度に敷設を行う必要がある． 

 

(2）施工上の課題 

1)  既設コンクリート舗装版撤去 

既設舗装版撤去（吊り上げ）前においては，油圧ジャ

ッキ(写真-8)を用いて，既設舗装版下の地切りを実施す

ることにより，スムーズに吊り上げ作業ができるよう工

夫した．これにより，本工事では隣接する舗装版を損傷

することなく施工できた． 

 

2)上層路盤敷設 

 上層路盤敷設時では，下記のとおり，施工時間の短縮

や敷均し高さ管理を工夫した． 

a)施工時間の短縮  

敷均しの施工機械がスムーズに入れるよう，段差解消

スロープを作成した．(写真-9) 

 

 

 

 

図-5 高強度PRC版の施工順序 

 

 

写真-10 上層路盤仕上げ用高さ調整器具 

 

また，施工方向を（図-5）のとおりとし，施工機械の

施工性を向上させるため工夫した． 

上記のとおり，施工方法を工夫したことにより，施工

時間を5時間30分から4時間50分まで，40分程短縮す

ることができた． 

b) 敷均し高さ管理の工夫 

仮設嵩上げアスファルトの舗装面と上層路盤表面の高

さの差が設計上PRC版の厚さと一致するよう，仕上げ用高

さ調整器具(写真-10)を用いて測定しながら，上層路盤

の敷均しを行うことにより，上層路盤の敷均し高さ管理

を徹底し，許容値以内に精度良く施工することができた． 

また，施工中に発生した想定外の事象として，既設コ

ンクリート舗装版を撤去した際に,既設上層路盤が劣化

していることが判明した．施工時間が限られている中，

新設上層路盤施工量が大幅に増えたため，急遽1日の施工

予定枚数を減らすことにより，供用開始時間に間に合わ

せることができた． 
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6.  おわりに 

 

写真-11 施工後 

 

今回の工事では，高強度PRC版設置については，出来形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精度及び適切な作業時間の管理を実施し，日々供用に答

える，確実な施工を行うことができた． 

羽田空港を利用する旅客数は国内最大であり，日々供

用ができなかった場合の損失は甚大となる．このため，

施工中に想定外の不具合が発生した場合でもリカバリー

し，日々供用ができるよう，あらゆる事態を想定・準備

しなければならない． 

また，今回の施工区域では，23:00～5:00までのエプロ

ンの閉鎖であったが，東京国際空港は，今後発着回数の

拡大に対応していく方針であるため，エプロンの閉鎖時

間がさらに短縮される可能性がある．これに対応してい

くためにもさらなる施工サイクルの効率化を検討するこ

とが今後の課題である． 

本工事の実績が今後の工事の参考として活用され，

日々供用という要求に応えるための一助となれば幸いで

ある． 
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雨水南幹線シールド発進立坑（いろは呑
どん

龍
りゅう

 
トンネル）について～浸水から街を守る～ 

 
 

正木 利一 
 
 

 京都府流域下水道事務所 施設整備室 （〒617-0836京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口1） 

 

 京都市、向日市、長岡京市にまたがる桂川右岸地域は、幾度となく浸水被害が発生している

が、河川や水路周辺に人家が密集しており、さらに鉄道橋や道路橋などが架かっているため、

河川の拡幅が困難である。そのため、京都府が地下に雨水貯留管を設置し、浸水対策に取り組

んでいるところであり、今回報告する工事は、その最下流の雨水南幹線のシールド発進立坑で

ある。雨水南幹線シールド発進立坑は、地上から地下約35ｍまで掘進する工事であり、硬質地

盤や高い水圧に対応するため、多くの技術や情報化施工（ＩＣＴ）により、コスト縮減と工期

短縮を図りながら工事を施工したので、その内容について報告するものである。 
 

キーワード 浸水対策，オープンケーソン工法，立坑，コスト縮減，情報化施工，ＩＣＴ  
 

1.  はじめに 

 京都市、向日市、長岡京市にまたがる桂川右岸地域は、

784年に桓武天皇が長岡京を造営した歴史的な地域であ

るが、わずか10年で平安京に遷都となった一因ともいわ

れるように、度重なる浸水被害に悩まされた地域である。 
 近年は、ＪＲ東海道本線や阪急京都線及び国道171号
などの交通網の発達により、急激に都市化が進み、多く

の雨水が河川や水路に流れ込むようになり、大雨のたび

に浸水被害が発生していた。そこで、京都府は、1995年
度から浸水対策事業として「いろは呑龍トンネル」を整

備している。 
 「いろは呑龍トンネル」は、全体延長約9.2km、対策

量24万m3の地下トンネルであり、雨水が流入して増水し

た雨水排水路から水をトンネル内に取り込んで一時的に

貯留し、河川や水路の水位が下がってから排水を行い、

浸水被害を軽減している。なお、全体計画完成時には、

流下させる機能も有している。この「いろは呑龍トンネ

ル」の全体計画の内、2001年6月に上流部の雨水北幹線

第1号管渠を供用開始し、2011年10月に雨水北幹線第2号
及び第3号管渠を供用開始したので、現在、合計約10万7
千m3の雨水を貯留することができる。 
 2013年台風第18号及び2014年台風第11号では、いろは

呑龍トンネルが満管となるまで貯留し、浸水被害の軽減

に大きな効果を発揮した。 
 今回、雨水北幹線に続く雨水南幹線（内径3.5m、延長

4,260m）のシールド発進立坑工事を2014年から着手し、

2015年に完成したので概要について報告する。 

2.  雨水南幹線シールド発進立坑の概要 

今回報告する雨水南幹線シールド発進立坑は、雨水

南幹線を掘進するシールドマシンが発進する立坑である。 

発進立坑は、京都府の洛西浄化センター内に設置し、

工事費が約5.7億円で、内径12.5m、深さ34.8mのオープ

ンケーソン工法で施工する。地下約35mまで掘削し、コ

ンクリート構造物を構築する工事であり、地盤が硬く、

水圧も高いことから、様々な工法、技術を用いて施工し

ている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－1 雨水南幹線発進立坑の概要 
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3.  施工の流れ 

(1)  施工前 
 今回施工する発進立坑は、「いろは呑龍トンネル」の

最下流に位置する京都府洛西浄化センター内に施工する。 

 シールドマシンを発進し、雨水南幹線が完成すれば、

この発進立坑を呑龍ポンプ場の一部として利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 刃口金物据付及び影響遮断矢板 
 発進立坑を深さ34.8mまで掘削するための刃口金物

（カッターのような金物）を設置する。刃口金物の周囲

には、圧入沈下させるために使用するアースアンカー

（深さ48.5m、定着長14m、12本）を施工する。 

また洛西浄化センターの水処理施設が近接しており、

施設への影響を防ぐため、影響遮断矢板を打設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 足場・型枠組立 
 刃口金物の上に鉄筋コンクリートを打設するため、作

業足場及び型枠を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 鉄筋組立 
 設置した型枠内部に鉄筋を配筋する。なお、シールド

マシンが発進し開口する部分には、鉄筋の代わりに鉄筋

と同じ形状の炭素繊維を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) コンクリート打設 
 型枠内部に鉄筋を配筋した後、コンクリートを打設す

る。コンクリートの打設は、ロッド内に目地ができない

ように1日で、1ロッド約400m3を打設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 掘削・沈下 
 打設した円筒形のコンクリート（ケーソン）の上部に

圧入ジャッキを12箇所設置し、圧入ジャッキにより、圧

入沈下させると同時にクラムシェルでケーソン内を掘削

する。ケーソン内を掘削すると地下水が出るが、排水せ

ず、そのまま掘削する。 

（沈下速度は、平均約40cm／日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－1 発進立坑の施工場所 

写真－2 刃口金物据付 

写真－3 足場・型枠組立 

写真－4 鉄筋組立 

写真－5 コンクリート打設 

写真－6 掘削・沈下 

- 287 -



(7) 壁面清掃 
 (3)～(6)を6回繰り返し、6ロッド沈下させた後、ケー

ソン内部に水中コンクリートを打設する。水中コンクリ

ートの施工後、内部の水を排水しながら、壁面を清掃し、

壁に付着した泥等を落とす。壁面清掃は、ケーソン内部

の排水による水位低下を利用し、フロート（いかだ）を

浮かべて実施する。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(8) 完成 
 ケーソン内部の排水及び壁面清掃の完了後、底板コン

クリートを施工し、発進立坑が完成する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  現場のポイントと使用した工法・特徴 

(1)  オープンケーソン工法 

 地下約35mまでコンクリート構造物を構築するので、

水圧や土圧の影響が大きく、本来なら大規模な土留等の

仮設構造物が必要である。そこで、今回は、ロッドごと

に地上でケーソンを構築し、荷重を載荷しながら地中に

ケーソンを沈下させ、所定の深さに達した後、中詰めコ

ンクリートを打設する大規模な仮設構造物が不要なオー

プンケーソン工法で施工した。オープンケーソン工法で

ケーソン内部を掘削すると地下水が出てくるが、地下水

を排水せずそのままの状態で掘削することで、ボイリン

グ、ヒービング、盤ぶくれ等の発生を抑制した。 

その結果、硬い地盤と高い水圧であったが、オープン

ケーソン工法により大規模な土留等の仮設構造物を施工

せずに、ケーソンを沈下することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2)  影響遮断矢板 

 掘削箇所が洛西浄化センターの水処理施設に近接して

おり、水処理施設が沈下、傾斜すれば、適切な下水道処

理ができなくなる可能性がある。そこで、影響遮断矢板

（深さ10m）をケーソン周囲に設置し、周辺構造物への

影響の軽減を図った。工事完了後、周辺地盤変状を把握

するために設置した沈下計及び傾斜計で、周辺への影響

がないことを確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  ケーソン沈下管理システムによる情報化施工 

 今回の施工現場である洛西浄化センターは桂川に隣接

しており、粘土層などの軟弱地盤があり、さらに施工深

度が地下約35ｍと深いことから、Ｎ値5～60と幅広い土

地下水 

影響遮断矢板 

影響遮断矢板 

写真－7 壁面清掃 

写真－8 発進立坑（完成） 

写真－9 オープンケーソン工法 

写真－10 影響遮断矢板 
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質が分布している状況で、ケーソンを傾けず沈下させる

必要がある。そこで、自動追尾トータルステーションや

ジャッキ圧力計などで取得したデータをリアルタイムに

まとめ、ケーソン沈下管理システム（ＩＣＴ）で情報を

一元管理する。そのデータを瞬時にケーソン姿勢制御と

して活用することで、沈設精度の向上を図る。 

その結果、軟弱地盤や地盤の変化による不等沈下を防

ぎ、ケーソンを傾けず沈下することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  特殊突矢及び高性能滑材による沈下促進 

 地下17m以深からＮ値60程度の硬い砂礫層となること

から、ケーソンの沈下が難しく、沈下が困難となる可能

性がある。そこで、湾曲した形状の鋼材先端に幅広鋼を

添付した突矢で硬い地盤をほぐす特殊突矢を使用した。 

さらにケーソン躯体と接している地盤との周面摩擦力

を低減するため、高性能の滑材を投入した。その結果、

Ｎ値60程度の硬質地盤であったが、沈下速度約0.4m/日

と普通地盤（Ｎ値10程度で約0.4m/日～0.5m/日）と同程

度の沈下ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)  パイプクーリングによるコンクリート水和熱の低減 

 本ケーソンと躯体コンクリート（厚さ1.5m）は、マス

コンクリート（厚さ80cm以上）であり、水和熱（セメン

トと水が反応して凝固硬化する時に発生する熱）により

温度が高くなり、温度ひび割れの発生が懸念される。そ

こで、鉄筋配筋時にあらかじめ設置した鋼管（内径

25mm）に冷却水（約17度）を流すことで水和熱の低減を

図るパイプクーリング工法を使用する。無対策の場合、

解析で最高温度約85度のところ、パイプクーリングによ

り平均約60度となり、その結果、温度ひび割れの発生を

抑制することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(6) コンクリート打設管理システムによる情報化施工 

ケーソンのロッド内に打継目を設置することができな

いので、1ロッド約400m3を連続して1日で打設する必要

がある。そこで、生コン工場、現場事務所、打設現場を

ネットワーク化し、ＰＣやタブレットで一元管理した情

報をリアルタイムに関係者で共有するコンクリート打設

管理システム（ＩＣＴ）を導入する。これにより、コン

クリートポンプ車の位置、運搬時間、搬入及び打設の時

間、台数等をリアルタイムに管理し、情報共有すること

でコンクリートポンプ車や打設の待ち時間等のロスタイ

ムを減らすことができる。その結果、１ロッド約400m3写真－11 特殊突矢 

写真－12 高性能滑材 

写真－13 パイプクーリング 

図－2 ケーソン沈下管理システム（ＩＣＴ）
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（生コン車96台/日）を1日で打設することができ、コー

ルドジョイント等の発生がないコンクリート構造物とす

ることができた。 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
(7)  特殊止水材の設置と止水対策 
 高い水圧（地下約35m）により、ロッド間やロッドと

底板コンクリートの間等から漏水する可能性がある。 

そこで、一つ目の対策として、ケーソン駆体の各ロッ

ド間に標準で設置する塩ビ止水板に加えて、膨張する止

水材であるポリニットロープを設置する。ポリニットロ

ープは、コンクリート中の水分により、膨張し、コンク

リート表面の凹凸になじみ、パッキン効果で止水効果を

向上させる。またポリニットロープの網目から出るベン

トナイトにより、みず道が出来ても目詰まり効果で塞ぐ

ことができる。 

二つ目の対策として、第1ロッドの刃口金物部に磁力

によって固定する磁着式止水材を設置する。この止水材

は、水に触れると膨張し、刃口金物部と底板コンクリー

トの間からの漏水を防ぐ。 

三つ目の対策として、コンクリートのロッドの継目及

びセパ穴にガスファルト（ゴムアスファルト系塗膜防水

剤）を塗布し、漏水を防ぐ。 

このように高い水圧に対して、様々な止水対策を施工

した結果、漏水を抑制することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ＩＣＴとリアルが融合した現場の実現と効果 

地下約35ｍまでコンクリート構造物を構築する工事で

あり、水圧や土圧の影響が大きく、大規模な土留等の仮

設構造物が必要であったが、大規模な仮設を必要としな

いオープンケーソン工法を標準として、情報化施工（Ｉ

ＣＴ）と特殊技術で施工した。 

自動化した計測器、機械、構造物などをネットワーク

化（ＩＯＴ）することで、情報をリアルタイムに集約す

ることが可能となり、その情報を工場、現場事務所、施

工現場で共有した。さらにその情報を活用するとともに、

特殊突矢やパイプクーリングなどの特殊技術を組み合わ

せることで、ＩＣＴとリアルの融合した現場を実現し、

高効率・高精度な施工を行うことができた。 

その結果、コスト縮減として約２億円、工期短縮とし

て約４ヶ月の効果があり、さらにＩＣＴの活用による安

全性の向上、省力化等を図ることができた。 

生 コン工場

打設箇所 荷卸し箇所

インターネット現場事務所

出荷

打設現場

品質管理結果

打設計画

出荷時刻
打設状況

打設状況チェック

日時:11/7　10時22分

配合:30-8-40-BB

ロットNo.

スランプ

空気量

単位水量

CON温度

気温

塩化物

供試体採取

cm

％

kg/m3

℃

℃

kg/m3

本・支店技術スタッフ 出荷調整

荷卸し・打設時刻

第

第

底板コンクリート

ポリニットロープ

磁着式止水材

チッピング

水中コンクリート

第2ロット

第1ロット

地山側

ケーソン内側

ケーソン

刃口金物

磁着式止水材

縦目地

横目地

図－3 コンクリート打設管理システム（ＩＣＴ） 

写真－14 ポリニットロープ施工状況 

写真－15 ガスファルト施工後 

図－4 磁着式止水材 

図－5 磁着式止水材（拡大） 

ＩＣＴ 
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6.  おわりに 

 雨水南幹線シールド発進立坑は、地下約35mまで掘削

する工事であり、硬質地盤や水圧に対応するため、多く

の技術を活用し、問題なく工事が完成したところである。 

 現在、雨水南幹線管渠を今回の発進立坑からシールド

マシンにより掘削しているところであり、2021年の供用

開始を目指している。 

 近年になって、ゲリラ豪雨、スーパー台風、線状降水

帯のように局地化・集中化・激甚化する豪雨が増えてお

り、さらに毎年のように「観測史上最大の雨量」、「過

去最大の時間雨量」と報道されている。計画規模を超え

るような雨量に対応するのは、困難であり、府民の防災

意識の向上や自助・共助による減災がますます重要とな

っている。 

 府民の防災意識の向上等のため、浸水対策事業の効果

をＰＲし、さらに施設の限界を知っていただくことが必

要であるが、「いろは呑龍トンネル」は、地下にあるの

で、普段、目で見ることができない。そのため、いろは

呑龍トンネルのマスコットキャラクター「呑龍太郎」を

活用しながら、大人から子供まで楽しく、身近にそして、

親しみやすい浸水対策事業のＰＲや見学会を実施してい

る。この「呑龍太郎」は、2014年全国下水道マスコット

総選挙で全国1位となり、さらに下水道展の出展者表彰

として、京都府が優秀賞を受賞したところであり、事業

のＰＲや公共事業のイメージアップの取り組みを認めら

れたところである。 

今後も府民や来訪者の安心安全のため、浸水対策事業

の必要性をＰＲするとともに、ハード対策とソフト対策

を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－7 いろは呑龍トンネルマスコットキャラクター 

（呑龍太郎） 

写真－17 呑龍太郎によるＰＲ（下水道展） 

写真－19 ｢いろは呑龍トンネル｣見学会 

トンネル

写真－16 今回工事のイメージアップ（呑龍太郎） 

写真－18 下水道展での表彰式 

【2014年全国下水道マスコット総選挙：全国1位】 

【2014年下水道展の出展者表彰：優秀賞】 

図－6 地下の｢いろは呑龍トンネル｣ 
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広島港宇品ふ頭岸壁（1万ﾄﾝﾊﾞｰｽ）における 
最新の維持管理手法の提案について 

 
 

本山 一平1 
 

1中国地方整備局 広島港湾空港技術調査事務所 調査課  

（〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-13-18松村ビル5F） 

 

 本報告は広島港宇品ふ頭再編改良事業で設計した桟橋式岸壁における供用開始後の維持管理

について建設現場の生産性向上（i-Construction）の視点で検討した結果を報告するものである． 
 

キーワード 桟橋式岸壁，定期点検診断，維持管理，i-Construction，ROV  
 
 

1.  広島港宇品ふ頭再編改良事業について 

広島港宇品地区では，地域基幹産業の国際競争力の維

持と強化を図るため，公共ふ頭の再編を進めている． 

 宇品地区の係留施設のうち，事業対象とする岸壁（-
10m）の第 3，4 バースは，主に完成自動車等の外貿・

内貿貨物を円滑に取り扱う施設として 1963 年より 1970
年にかけて建設されたものである．（図-1参照） 
(1)   指定課題のページ数 
 指定課題のページ総数は10ページ以内とします． 
 
(2)   自由課題のページ数 
 自由課題のページ総数は4ページ以上6ページ以内とし

ます． 
 
 

2.  現状と課題の整理 

 

図-1 現況標準断面図 

 
 今般，完成自動車輸送の機能強化を図り，中国地方の

自動車産業を物流面で支えるため 2015年 3月 10日交通

政策審議会第 59 回港湾分科会での審議を経て，図-2 に

示すとおり港湾計画の変更が行われた．自動車専用船の

大型化に早期に対応するため第 3，4 バースを統合し延

長を 260m，水深を 12m に増深することとされたところ

である．また，同時に緊急物資輸送拠点の早期確保のた

め，大規模地震対策施設として，耐震機能を有すること

となった．  

 
図-2 広島港港湾計画図（拡大）（2016年4月1日一部加筆） 

 
 広島港湾空港技術調査事務所では港湾計画の変更を受

け， 2015年に基本設計を実施し，最適な断面および維

持管理手法について検討を実施した．なお，改良事業と

あるが，施設の増深及び耐震化に伴い新設と同程度の改

良を予定している． 

 

 

2.  現状と課題の整理 

 

 本章では桟橋式岸壁特有の維持管理における現状と課

題を整理する． 

 
(1)  一般定期点検診断～桟橋上部工を例に～ 
 2013年6月の港湾法改正に伴い重点点検診断施設（耐

震機能等を有する施設）における一般定期点検診断は，

3年以内ごとに少なくとも1回実施することが義務づけら

れた．点検方法は主に陸上あるいは海上からの外観目視

別紙―３ 

 

設計対象箇所 
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とし，日常点検では見ることが出来ない床版裏の状況を

点検・診断し，早期に異常を発見することが重要である． 
a) 桟橋上部工の床版裏点検における現状と課題 

 桟橋上部工の床版裏における点検方法は図-3に示すと

おり，小型のボート等を用いて作業員が直接海上から目

視点検を実施している．広島港の干満による潮位差は約

4.0mもあり，潮待ちによる作業時間の制約が生じる．ま

た，船舶係船時には作業が出来ないため，作業効率が非

常に悪いことが課題である．さらに，波浪による影響も

大きく作業員の安全を確保することについても課題とな

る． 

 

図-3 桟橋上部工の海上点検方法1） 

  
(2)  詳細定期点検診断～桟橋基礎（鋼管杭）を例に～ 
 前述した港湾法改正に伴い，本施設の詳細定期点検診

断は，10～15年以内ごとに少なくとも1回実施すること

が義務づけられた．点検方法は主に潜水士による外観目

視及び計測機器等を用いたデータ収集となる．鋼管杭の

肉厚等を測定することで変状の原因や腐食の進行程度を

推測できるため，重要な点検である． 

a) 桟橋基礎（鋼管杭）の点検における現状と課題 

 桟橋基礎の鋼管杭における点検方法は図-4に示すとお

り，潜水士が海中で作業を行っている．鋼管杭は海に面

しているため牡蠣殻等の付着が激しく，肉厚測定時には

かき落としが必須であり作業時間が膨大となることから，

作業効率が非常に悪いことが課題である．また，処理し

た牡蠣殻は産業廃棄物となり，処分費用が生じる． 

 

図-4 桟橋基礎（鋼管杭）の点検方法1） 

 さらに，桟橋基礎においては杭が多数配置されており，

潜水士の呼吸用ホースが絡む等の重大な事故が考えられ，

潜水士の安全を確保することについても課題である． 

 以上の課題により，維持管理に対するコスト増加及び

手間が発生し，適切な維持管理を妨げる原因となってい

る． 
 
 

3.  課題に対する解決策の提案 

 

 本章では前述した課題を受け，点検項目毎に考えられ

る解決策を提案する．  

 
(1)  桟橋上部工の床版裏点検 
a) ROV（Remotely Operated Vehicle：遠隔操作式ロボッ

ト）の活用 

 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空

港技術研究所（以下、港空研と略す）で開発された図-5
に示す点検装置は，浮遊しながら桟橋下に潜り，搭載さ

れたカメラで床版裏を撮影出来るものである．本装置を

用いることで床板裏の点検は基本的に無人で行えること

になり，作業効率及び安全性が格段に向上する． 

 
図-5 桟橋上部工点検用ROV試験機2） 

 

 また，本装置の大きな特長としては，桟橋下で装置の

測位が可能な点である．これにより，どの地点で撮影さ

れたものかが判断可能であり，床版裏の状況を容易かつ

安全に点検・診断することが可能である3）． 
b) 切り欠き部の設置 

 桟橋式岸壁は図-6に示すとおり，海側に前垂れ部が存

在する．これは船舶係留時に必要な防舷材を設置するた

めの基礎となり，コンクリートで構成されている．床版

裏の点検においては，前垂れ部が存在することで進入経

路が主に岸壁延長方向に限られ，作業時間の制約が生じ

ている．これに伴い，設計にて対象船舶の船型から最適

な防舷材配置を検討した．結果，防舷材の不要箇所には
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切り欠き部（前垂れ部を設けない箇所）を提案すること

が可能となり，床版裏の点検における作業効率の改善を

図った． 

 

図-6 前垂れ設置状況 

   
c) 点検孔・点検歩廊の設置 

 床版裏の点検は海上作業で行うことを前提とするが，

本提案は図-7に示すとおり事前に桟橋上部工に点検孔

（作業員が昇降する孔）を設け，作業員が床版裏を点検

するために必要な歩廊（足場）の設置（図-8）を提案す

るものである． 

 

図-7 点検孔4) 

 

 

図-8 点検歩廊4) 

 点検孔および点検歩廊を設置することで，潮汐や波浪

による影響を受けることが無くなり，床版裏の劣化状況

を容易かつ安全に点検・診断することが可能となる． 

 
(2)  桟橋基礎（鋼管杭）の点検 
a) 非接触型の鋼材肉厚測定装置の活用 

 非接触型の鋼材肉厚測定装置の測定方法は，先ず，海

中において潜水士が測定器を保持して被測定部に標準を

合わせる．測定器に取り付けられている超音波送受波器

から超音波が海中に放射され，超音波ビームを形成する．

海中を伝搬した超音波は，被測定部の表面に収束して焦

点を結ぶ．その一部は被測定部の内部に進入して，多重

反射と呼ばれる現象を引き起こす．その多重反射波を超

音波送受波器で検出することで，被測定物の肉厚が得ら

れる．本装置は港空研で開発・試験がされており，肉厚

の測定誤差は1mm以下となっていることが証明されてい

る5）．  

 

図-9 非接触型鋼材肉厚測定装置の概要5） 

 

 本装置を活用することで，潜水士による肉厚測定にお

いて半分以上の工程を占めるかき落とし作業が不要とな

り，大幅な作業効率の改善となる．  
b) 波力を利用した海生物除去装置の活用 

 海生物除去装置を図-10に示す．本装置は波力を利用

して牡蠣殻等を除去するものである．これにより潜水士

によるかき落とし作業が不要となり，大幅な作業効率の

改善を見込むことが出来る． 

 また，自然状態で牡蠣殻等が海に戻ることから産業廃

棄物処理にかかるコストが不要となるメリットもある6）． 
 

防舷材 

前垂れ部 
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図-10 波力を利用した海生物除去装置6） 

   
 

4.  検討会の開催 

 

(1)  委員会の設置 

広島港湾空港技術調査事務所では別途業務において，

『 新設桟橋上部工の維持管理の省力化や合理化に配慮

した対策 』と題し，2016年3月11日に検討会を開催した． 

開催にあたり，広島大学の土田教授，港空研の加藤

チームリーダーを始めとした有識者と整備局の関係者か

ら成る委員会を設置した． 

検討会において，3.で提案した解決策について意見を

伺った（ただし，非接触型の鋼材肉厚測定装置を除く）． 

 
(2)  主要意見の抽出 

 検討会において意見を伺った結果，主要意見を以下の

とおり抽出する． 
 ・点検孔を設置するにあたり，位置・蓋の重量，材

質・昇降設備についても十分に検討すること． 

 

 ・桟橋構造ではその特性から補修を行うことがコスト

増に繋がるため，エポキシ鉄筋の採用やプレキャ

スト化などに重点を置き，より良い品質のコンク

リート部材を適切に管理していくことが総合的に

有利になる場合が多い． 

 ・岸壁の利用状況や現地の制約などを総合的に判断し，

工法を抽出することが望ましい． 

 

 

5.  まとめ 

 

 本論文は，広島港宇品ふ頭岸壁（1万ﾄﾝﾊﾞｰｽ）を例に

維持管理における施設点検の視点から最新の手法を提案

した．今後，これらのROVや非接触型の鋼材肉厚測定

装置などの最新技術が活用されれば，建設現場の生産性

向上（i-Construction）が図られ，従来の施設の維持管理

に対する地味なイメージは払拭されるとともに若年層が

興味を抱いてくれる（担い手の確保に繋がる）と確信し

ている． 

 しかし，非接触型の鋼材肉厚測定装置を例に考えると，

未だに潜水士による作業が必須であるものもある．より

一層の建設現場の生産性向上（i-Construction）を考える

と，非接触型の鋼材肉厚測定装置についてもROV等の

活用を期待する．このような技術の進歩及び活用をする

ことで真の維持管理における生産性向上が図られる． 
 
 
参考文献 
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防波堤消波工のICT技術を活用した現況把握に

おける安全性と生産性の向上 
 
 

鍋谷 泰紀1・齋藤 聡1・須藤 浩1 
 

1東北地方整備局 秋田港湾事務所 保全課 （〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西1-1-49） 

 

 防波堤の機能を健全に維持していくためには、消波工等の断面形状及び品質の劣化について

現況把握をする必要がある。防波堤消波工における従来の現況把握としては、測量機器を使用

した横断測量で実施しており、作業員が消波ブロックの上に直接上がるため危険であること、

異形のブロックであり測点間隔を一定にできないこと、測点間の移動に時間がかかること、な

どの課題があった。 
 本検討では、防波堤消波工の現況把握における課題を解消するため、ICT技術を活用し、安

全性と生産性の向上を図ることを目的とした。 
 

キーワード ICT，品質，安全，生産性向上，港湾施設の現況把握、ドローン（UAV）  
 
 

1.  はじめに 

 
国土交通省では、港湾の技術開発にかかる行動計画

（H28.5策定）において、「海上や海中という特殊な現

場環境において、施工や維持管理をより安全かつ効率的

に実施するため、ICT（情報通信技術）を活用した新技

術の導入を積極的に実施」1)することを計画推進のため

の方針として定めている。 
このような中で、秋田港飯島地区防波堤（新北）（図

-1）の日常点検時において、消波工の天端高不足が確認

（図-2）されたことを受け、平成27年度にICT技術を活

用した現況調査を実施した。 
 

 
図-1  秋田港空撮 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-2  確認された天端高不足箇所 

 
防波堤の海上部についてはドローン（小型無人航空

機）と3Dレーザースキャナを、海中部についてはナロ

ーマルチビームを使用して得られた相互のデータを統合

することで、消波工の現況を海上部・海中部の一体的な

３次元画像で把握することを東北の港湾で初めて実施し

た。その結果、レベルなど従来の計測機器を使用した横

断測量に比べ、品質及び安全性・生産性の向上が図られ

た。 
本稿では、防波堤消波工のICT技術を活用した３次元

測量の有効性について報告する。 
 

 

2.  ICT技術を活用した防波堤消波工の現況把握 

 

防波堤の機能を健全に維持していくためには、消波工

確認された天端高不足箇所 
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等の断面形状および品質の劣化についてしっかりとした

現況把握が必要となる。 
  
(1)  従来の現況把握 
防波堤消波工における従来の現況把握としてはレベル

等の測量機器を使用した横断測量（図-3）が行われてお

り、作業員および潜水士が消波ブロックに直接上がるた

め危険であることに加え、ブロックが異形であるため測

点間隔を一定にできない、測点間の移動に時間がかかる

等の課題があった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図-3  従来の現況把握 
 
(2)  ICT技術を活用した秋田港飯島地区防波堤（新北）

の現況把握 

秋田港飯島地区新北防波堤のICT技術を活用した調査

（図-4）を行い、消波ブロックの沈下・散乱状況等の現

況を確認した。調査範囲は図-5のとおりである。 
 
 

 

 
図-4  ICTを活用した現況把握 

 

 

図-5   調査範囲 
 
a) 海中部調査 

海中部の調査については、既に実用化されているナロ

ーマルチビーム測深（図-6）により取得したデータにつ

いて、潮位、喫水、船体動揺、方位等の補正を行い、３

次元計測データを取得した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-6   計測機器（ソナーヘッド）及び計測状況 
 
b) 海上部調査 

海上部の調査については、ドローン（図-7）および

3Dレーザースキャナ（図-8）を使用し、３次元計測デ

ータを取得した。 
 

    

図-7  ドローン撮影状況                    図-8  3Dレーザースキャナ 
 
 

 

- 海中部調査範囲 

- 海上部調査範囲 

ナローマルチビーム 

ドローン 

3Dレーザースキャナ 

潜水士船 

スタッフ 
レベル 

消波工 

基礎マウンド 

ケ
ー
ソ
ン 
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計測原理は航空写真測量と同様である。空中写真はド

ローンにより撮影し、対空標識点（位置および標高が分

かる点）については、3Dレーザースキャナを使用して

面的に取得し（図-9）、これらのデータより標定を行っ

た。 
 

 

図-9   3Dレーザー点群による対空標識点イメージ 
 

c) データの統合 

ナローマルチビーム測深データとドローン計測データ

のそれぞれにおいて格子間隔メッシュデータを構築し、

これらを統合することで消波工の海上部・海中部を一体

的に３次元画像での把握（図-10）を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-10   海上部・海中部データを統合した３次元画像 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)  調査結果 

a) 消波工の断面形状 

断面図（図-11）のとおり、部分的に沈下が見られる

消波工の断面形状を確認することができた。消波工断面

を任意間隔で抽出できるため、精度の高い数量計算が行

えるようになる。（本調査では5m間隔で抽出） 
 
 
 

 
図-11  消波ブロックの変状が顕著な断面 

 

b) 消波工のブロックの散乱状況 

防波堤の前面海域には、高波浪により飛散したと考え

られる消波ブロックが計24個確認することができた（図

-12）。位置や個数を明確に把握できたため、散乱ブロ

ックの再利用などの活用策を検討できるようになる。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-12  消波工の３次元形状図 

散乱ブロック 

天端高不足 

6m

3m

0m

-3m

-6m

-9m

-12m

-15m

- 設計断面 

- 計測結果 天端高不足 

（1m以上） 
↓  1 m 
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図-13  消波ブロックの天端高不足状況（図-11、12と同地点） 

 
c) 計測データの検証 
ドローン計測による３次元地形データについて、リア

ルタイムで高精度に座標・標高を取得できるVRS-GNSS
（図-14）による測定結果との単点比較を行った結果、

標準偏差0.09mであり、消波工の現況把握においては十

分な精度を有していた。 
 

 
図-14   VRS-GNSS観測状況 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-15  較差頻度グラフ 

 
 
 

表-1  検証結果 

 
 
 
 
 
 
 

3.  調査のまとめ 

 
(1)  成果の有益な点 

・危険な場所に立ち入ること無く、安全な場所で作業が

可能となった。 
・作業の時間短縮と効率向上により、生産性が向上した。 
・高密度に３次元座標でデータを取得できることから、

任意間隔で断面形状が作成可能となった。 
・３次元画像で立体的に現況を把握することが可能とな

った。 
・水中部のナローマルチビーム測深を重ね合わせること

で、消波工全体の形状を海上部と海中部を一体的に把

握することが可能となった。 
・データ密度が圧倒的に向上することで、複雑な形状の

消波ブロックの不足量を容易に算出することが可能と

なった。 
 
(2)  今後の課題 

・防波堤上部工等のより精度の高い計測が求められる場

合、ドローンによる標高算出精度の向上が求められる。 
・本手法により現場作業は大幅にコスト縮減が可能とな

ったが、一般化においては、計測機械損料や解析等の

低コスト化が求められる。 
 
 

4.  今後の展開 

 
ドローン等の機器を使った３次元測量で情報化するこ

とは、防波堤消波工のように立ち入る際に危険が伴う現

場において、詳細な現況把握が出来ることに加え、変状

の追跡が容易になるなど、極めて有効であることが分か

った。ICT技術を活用した測量・調査は、従来の方法に

比べて省力化も図られることから生産性の向上が期待で

き、今後、維持管理、補修工事への導入・活用が期待さ

れる。 
 
 

5.  参考文献 

1)   港湾の技術開発にかかる行動計画（H28.5策定） 

天端高不足 標準偏差 0.09 < 0.1（地図情報レベル1000以下）

最大較差 0.48
平均較差 0.04
較差10cm以内の割合（%） 82.6
較差20cm以内の割合（%） 92.8
比較データ数（個） 69
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高濃度浮泥の挙動特性を踏まえた 
新たな航路管理の有効性に関する検討について 

 

田代 益庸１・民部 久雄２・丸山 晴広３・上野 陸４・吉村 香菜美５ 
 

1 九州地方整備局 北九州港湾･空港整備事務所 第一工務課 (〒801-0841 北九州市門司区西海岸 1-4-40) 
2 九州地方整備局 北九州港湾･空港整備事務所 第一工務課 (〒801-0841 北九州市門司区西海岸 1-4-40) 
3 九州地方整備局 北九州港湾･空港整備事務所 第一工務課 (〒801-0841 北九州市門司区西海岸 1-4-40) 
4 九州地方整備局 北九州港湾･空港整備事務所 第一工務課 (〒801-0841 北九州市門司区西海岸 1-4-40) 
5 九州地方整備局 北九州港湾･空港整備事務所 第二工務課 (〒801-0841 北九州市門司区西海岸 1-4-40) 

 

北九州港（新門司地区）では，航行船舶の増加及び大型化に伴い，航路及び泊地の増深・拡幅工事を 
実施している．当該地区の航路及び泊地は，周辺海域からの浮泥の流入による埋没が懸念されているた 
め，埋没メカニズムの解明と浮泥の沈降圧密に着目した維持管理の有効性について検討した結果を発 
表する． 

 

キーワード 新たな航路管理 シルテーション 高濃度浮泥 埋没現象メカニズム 浮泥層の密度管理   

 

 

 

1．はじめに 

北九州港の東部に位置する新門司地区では，航行

船舶の増加及び大型化への対応として，航路及び泊

地の増深・拡幅工事を進めている．これに伴い，航

路及び泊地では「シルテーション」による埋没が懸

念されている．本論文は，埋没メカニズムの解明と

浮泥の沈降圧密に着目した航路管理の有効性につい

て，検討した結果を報告するものである．                 
 
 

2．航路埋没対策検討の必要性 

新門司地区は，九州自動車道の新門司 IC に近接

し，陸・海の物流ネットワークの結節点としての地

理的優位性を活かし，長距離フェリー，完成自動車

等を輸送する自動車運搬船及び RORO 船が就航する重

要な国内物流拠点の一つとなっている．(図-1) 

当地区は，底質がシルト・粘土主体の周防灘海域

に面しており，波・流れによってシルト・粘土が移

動・堆積する「シルテーション」が発生しやすい環

境にある．このため，航路及び泊地内に土砂が流入

する埋没現象が生じている．(図-2・図-3) 

新門司地区

九州自動車道

新門司IC

自動車運搬船等 フェリーターミナル

【関西・関東航路】

新門司自動車物流センター

フェリーターミナル
【関西航路】

耐震強化岸壁

中古自動車輸出ターミナル

物流関連企業

図-1 北九州港(新門司地区)位置図 

図-2 新門司地区の底質条件 

図-3 航路埋没現象のイメージ 
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埋没現象が生じると，船舶の航行障害及び港湾物

流機能の低下を招く恐れがあることから，効果的な

埋没対策が求められている． 

 

 

3．航路埋没特性を踏まえた維持管理 

 

(1)高濃度浮泥の挙動特性について 

 航路及び泊地の埋没対策を効果的に実施するため

には，土砂が「いつ」・「どこから」・「どこに」・「ど

れくらいの量」移動しているかを面的に把握する必

要がある． 

特に，高波浪時における航路内の土砂移動（高濃

度浮泥の挙動）を捉えることは，埋没現象のメカニ

ズムを解明するうえで重要な要素である． 

しかしながら，航路及び泊地内は船舶が常時航行

しているため，計測器を継続的に設置して観測する

ことは困難である．このため，全国的に供用中の航

路及び泊地内において，海底面付近の高濃度浮泥の

挙動が観測された事例は少ない． 

そこで，当地区では航路埋没対策の一環として，

深掘（トレンチ）部を試験的に施工し，航路埋没対

策の効果検証を図るとともに，台風期を含めた航路   

内外における海底土砂の挙動を把握するために現地

調査を実施した．(図-4・図-5) 

調査期間中に St.1（航路内）において砂面計によ

り取得された波高と地盤高変化の関係を示す．(図-

6) 砂面計による地盤高観測値は，台風 15 号来襲時

（2015 年 8 月 25 日）の最大有義波高（波高＝約 3

ｍ）発生時刻から 7時間遅れて約 50cm 上昇し，その

後２日間で約 15cm まで低下している． 

これは，航路内への高濃度浮泥の堆積と，沈降に

よる高濃度浮泥の境界面の低下を測定したものと考

えられる．(図-7) 

また，St.1（航路内）の底泥の採泥・分析結果よ

り，2015 年 9 月 15 日には 223％だった含水比が

2016 年 2 月 22 日には 163％に低下している．このこ

とから，2015 年 9 月以降の半年間の緩やかな地盤高

の低下は，航路からの浮泥の流出ではなく，圧密に

よるものと考えられる．(図-6) 

前述した地盤高の変化要因を解明するために，航

路外（St.2・St.3）における平常時と高波浪時の SS

フラックス（SS 濃度×流速）を航路横断方向にて算

0

1

2

3

4

St.1

有義波高

(m)

-10

0

10

20

30

40

50

8/19 8/29 9/8 9/18 9/28 10/8 10/18 10/28 11/7 11/17 11/27 12/7 12/17 12/27 1/6 1/16 1/26 2/5 2/15 2/25

St.1

地盤高変化

(cm)

ピークは 7 時間のズレ 

含水比 163% 

最大 50cm 
約 15cm 

圧密による地盤高の沈下 

推定含水比 900% 

含水比 223% 

図-6 有義波高と地盤高変化の関係 

図-5 トレンチ部(St.1)の計測器 図-4 調査位置図 
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出した結果を示す．(図-8) 

St.2 における SS フラックスは，高波浪時に底上

0.1m で 2,492kg/m2，底上 1.0m で 727kg/m2が航路方

向にて確認された．これは全観測期間の約 80％の量

に相当する． 

また，底上 0.1m は底上 1m の約 3倍の SS フラック

スが確認されたことから，高波浪時における海底面

直上の高濃度浮泥が航路埋没へ大きく影響している

と考えられる． 

さらに，深浅測量から算定した面的な地盤変化に

ついても，平常時はほとんど埋没が認められないの

に対して，高波浪時には岸側(0-4,000m)で埋没が確

認されており，高波浪時の埋没が顕著であることが

確認された．(図-9) 

新門司地区の深浅図と航跡図を示す.（図-10） 

4,000m～5,000m 付近の航路南側海域において深場が

確認された．これは，低密度の海底土砂が航行船舶

の水流によって，船舶航行区域外へ移動したものと

考えられる．よって，当海域の高濃度浮泥の挙動に

は，航行船舶の影響も比較的大きいことが分かっ

た． 

 

(2)底泥移動シミュレーション予測モデルの改良につ

いて 

 底泥移動シミュレーション予測モデルとは，対象

港湾を含む周辺海域を格子状に細かく区分し，各計

算格子における海水と泥の挙動を空間的・時間的に

連続計算するものであり，埋没対策工の効果を検証

するために有効なツールの一つである．(図-11) 

 今回の現地調査成果に基づき，底質条件（含水

比・密度），SS モデル（巻上・拡散・沈降）及び高

濃度浮泥モデル（高濃度浮泥の濃度・沈降速度等）

を調整し，台風 15 号来襲時の埋没現象を再現目標と

して，埋没予測計算を行った． 

これまで，高濃度浮泥の直接的な現地観測成果は

ほとんど得られていなかった．このため，高濃度浮

図-7 高濃度浮泥の境界面 

図-8 SS フラックスの分布図 

図-9 台風通過の有無による水深変化の違い 

図-10 航行船舶の水流による海底地盤の擾乱 

 

流れ 
流れ 

波浪 

 

水深 

条件 
底質 

条件 

 
対象海域を 

格子状に区分 

海底 

海水 

1.計算条件の入力 2.底泥を動かす外力（波浪、
流れ）の空間分布の計算

3.泥の挙動と
収支の計算

4.計算結果の出力

 

底泥 

浮泥 

格子間の収支 

 

計算後 

の水深 

侵食 

埋没量 

侵食 

 
埋没（堆積）：計算前後で浅くなる 

侵食：計算前後で深くなる 

図-11 底泥移動シミュレーション予測モデル 
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泥の挙動のシミュレーションは，実験室での実験結

果から構築されたモデルおよび各種パラメータにつ

いて現地にそのまま適用できると仮定して運用され

てきた．今回，航路内の高濃度浮泥を観測できたこ

とにより，モデルの裏付けを強化し，現地に合わせ

たパラメータを設定することが可能となった． 

その結果，地盤高の変化時刻が高波浪のピークか

ら 7時間程度遅れる現象および地盤高の最終的な変

化量（地盤高観測結果）と，面的な埋没パターン

（深浅測量成果）を再現することができた．(図-12･

図-13) 

したがって，今回改良した数値シミュレーション

については，更なる改良の余地は残されているもの

の，埋没対策工の効果検証に用いることが可能と考

えられる． 

 

(3)ライフサイクルコスト等を考慮した埋没抑制対策

と航路管理の方向性について  

埋没対策工法の選定にあたっては，対象地区にお

ける浮泥の発生源，移動経路及び堆積域等を把握し

たうえで，港湾施設の利用状況及び経済性等を総合

的に勘案して実施する必要がある． 

主な埋没対策工法は，①巻き上げの抑制，②浮泥

流動の制御，③堆積場所の制御，④事後対策に大別

される．(図-14) 

 

 

図-12 観測値と計算値の比較 
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図-13 深浅測量結果と埋没計算結果の比較  
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・浮泥の流入を防ぐとともに、背後の波浪を 
 弱め、航路付近の巻き上げを防ぐ 
・工費、影響の面で困難な場合がある 

・航路周辺に砂質土等で覆砂を行い、巻き 
 上げを抑制する 
・覆砂が侵食されると効果が失われる 

・航路端にトレンチ（溝）を掘り、浮泥を 
 トラップして航路への流入を減少させる 
・他の工法より全体堆積土砂量が増加する 

巻き上げ 

浮泥流入抑制 

防波堤 

巻き上げ 

航路 

覆砂 

航路 

(A) 防波堤 (B) 覆砂 

(D) トレンチ 

・波浪は抑えられないため、潜堤内の航路周 
 辺でも巻き上げは生じる 
・高濃度浮泥の影響が卓越する場合に有利 

巻き上げ 

浮泥流入抑制 

航路 

(C) 潜堤 

通過する浮泥を 

海底から遠ざける効果もある 

航路 

巻き上げ 

潜堤 
トレンチ 

目的 

方法 

① 

巻き上げ 

の制御 

② 

浮泥流動 

の制御 

③ 

堆積場所 

の制御 

④ 

事後対策 

 

特 徴 

(A) 

防波堤 
○ ○   

・波浪を弱める 

・工費、影響の面で困難な 

 場合がある 

(B) 

覆砂 
○    

・砂質土やスラグ混入土で 

 浮泥にフタをする 

・覆砂が侵食されると効果が 

 失われる 

(C) 

潜堤※ 
 ◎   

・浮泥の流入を防ぐ 

・高濃度浮泥に高い効果 

・熊本港などで実績あり 

(D) 

トレンチ 
  ◎  

・浚渫効率の向上によりコス 

 トを削減する 

・浚渫土砂の処分が課題 

(E) 

維持浚渫 
   ◎ 

・埋没量が少ない港湾では 

 最も効率的な場合もある 

・浚渫土砂の処分が課題 

◎：実績の多い工法
※干潮時に天端が海面上に出る潜堤は防砂堤、天端幅が広い潜堤は人工リーフと呼ばれる。

図-14 主な埋没対策工法  
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新門司地区においては，埋没が顕著であった航路

の岸側（0m～4,000m）付近を対象に，高波浪時にお

ける海底面直上付近(0.1m)の高濃度浮泥の流入防止

とともに，航路内へ流入した土砂を効率的かつ効果

的に航路外に除去する方策を複合的に検討する必要

がある． 

他方，海外の航路管理として，ヨーロッパのロッ

テルダム港において，浮泥層の密度管理によって維

持浚渫費用を削減した事例がある．ロッテルダム港

は，背後に大都市をもち工業排水や生活廃水が流入

し，海底に有機系の浮泥が堆積するため，維持浚渫

費用が増大する問題を抱えていた．そこで，航行船

舶の利用実態と堆積浮泥層の密度分布を解析し，「船

舶が航行可能な比重 1.2 以下の堆積土砂は浚渫不

要」という新基準を設けて，コスト削減に成功して

いる． 

一連の検討結果を踏まえ，新門司地区を対象とし

た埋没対策の一つの方向性を以下のとおり整理し

た．(図-15) 

a)埋没傾向が顕著な航路の岸側（0m～4,000m）付近

を対象に対策工を検討する． 

b)航路外の海底面直上付近（約 0.1m）にて発生する

高濃度浮泥の流入防止策として，潜堤等を航路外

に設置し，航路内への土砂流入を防ぐ．(①巻き上

げの抑制・②浮泥流動の制御) 

c)航行船舶により堆積土砂を浸食（攪乱）し，トレ

ンチ（深掘）部に土砂を集積する．(③堆積場所の

制御) 

d)トレンチ（深掘）部に集積された土砂の自然圧密

（圧密管理）を行ったうえで，定期的に維持浚渫

を行う．(④事後対策) 

 

4．おわりに 

今回の調査により，観測が困難でこれまでほとん

ど観測事例がなかった航路内の高濃度浮泥を観測で

きた．また，この調査結果を埋没予測モデルに反映

することにより，これまで多くの仮定に基づき計算

していた現象を実態に近い形で再現することが可能

となった． 

さらに，航路管理の基本的なあり方について，航

行船舶の安全性を踏まえ，海底土砂の堆積域，量及

び密度に着目した対策工の可能性について整理し

た． 

ただし，本調査で得られた知見は，航路内の一部

で観測されたデータに基づく成果であるため，今後

は多面的・継続的な観測を実施し，シミュレーショ

ンモデルの改良による再現性向上を通して，港湾全

体の機能維持に資する対策検討を行いたいと考えて

いる． 

 

謝辞；本研究を進めるにあたり，いであ株式会社な

らびに国土交通省九州地方整備局下関港湾空港技術
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図-15 航路管理の考え方「イメージ」 
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那覇空港滑走路増設における車載式ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰ測量を使用した埋立

沈下管理手法の提案について 
 

前里 尚1・田中 貴之1＋ 
 

1那覇港湾・空港整備事務所 那覇空港新滑走路整備推進室（〒901-0142 沖縄県那覇市鏡水344） 

 

那覇空港増設滑走路は海上埋立空港であり,供用後に残留・不等沈下が予測される. 従来の管理におい

ては一般的な水準測量,沈下板計測および,巡回点検により実施されているが,供用中の空港は計測作業に

時間的制約を受け,非効率ばかりか局所的な沈下等の発見が困難であるなど課題を抱えている.       

そこで MMS（Mobile Mapping System;車載式レーザースキャナ－)を用いて広大な新滑走路用地の短時

間・高精度の 3次元情報取得を試み,空港沈下管理計測への適用性を検討した. 

本論文では,MMS の精度検証ならびに MMS を検討する中で取得した計測データの特性を活かした空港 MMS

の利活用事例を示す. 
 

キーワード 那覇空港滑走路増設,埋立沈下管理,MMS,空港維持管理システム,空港空間3次元計測 

 

1．  概要 

 那覇空港においては,将来の航空需要に適切に対応す

るとともに沖縄県の持続的振興発展に寄与するため,将

来にわたり国内外航空ネットワークにおける拠点性が発

揮できるよう現滑走路から1310m沖合に2本目の新滑走路

(滑走路長2700m)の整備を行っている. 

図－１に位置図を示す．

 

 図－1 現滑走路と増設滑走路の位置図 

 

那覇空港増設滑走路は海上埋立であり,供用後に残

留・不等沈下が予測される.そのため沈下に起因する空

港舗装(滑走路、誘導路、エプロン)空港用地,航空保安

施設用地,付帯施設に対する要求性能への影響を適切に

管理する必要がある. 

新技術として MMS が開発されている.MMS とは,レーザ

ースキャナー・GNSS/IMU(位置姿勢計測装置)・デジタル

カメラを車両に搭載し,走行しながら周辺3次元情報(地

形・地形形状・画像)を取得するシステムで,MMS を適用

することで広大な新滑走路用地の 3 次元情報(XYZ)を短

時間かつ広範囲に取得することが可能となる.本試みで

は,那覇空港増設滑走路における沈下管理計測を効率的

かつ効果的に実施するための適用性について,既存滑走

路等の MMS による計測試験を実施し,取得したレーザー

点群データと既往の定期点検測量との誤差等について精

度検証を実施した.また MMS 技術を検証する中で,取得し

た計測データの特性により,今後の空港の維持管理等に

新たに適用可能と思われる空港MMSの利活用事例案を示

す. 

 

2．MMSの概要 

MMS(モービルマッピングシステム)とは, GPS（全地

球測位システム）により正確に自車両の位置を求める

とともに,IMU（慣性計測装置）を利用した姿勢計算と

車両などに搭載したセンサーで計測したレーザーデー

タ／カメラ画像から,車体の揺れや路面の傾斜に関わ

らず取得したレーザー点群データに高精度の3次元公

共座標を与えるシステムである.そして 3 次元レーザ

ー点群データと画像データの正確な融合を実現し,空

港空間情報を的確に把握するものである (図－2,図－

3) . 

 

     図-2 計測車両（三菱製MMS-X500ZL） 

 

 

別紙２（論文） 
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3.現状と課題 

 那覇空港増設滑走路の沈下検討の結果,埋立に伴う沈 

 

図-3 レーザー照射範囲 

表－1 使用機材の諸元 

名称 MMS－X500ZL 

計測車両メーカー 三菱電機（株） 

レーザー機種 Z+F社 Profiler9012 

レーザー台数 １台 

レーザー搭載方法 鉛直60° 

レーザースキャン頻度 200Hｚ 

レーザー発射頻度 1,016KHz 

レーザー測定精度 ±2mm 

点群密度 2000点/m2 

計測距離 118m（実効） 

 

下量は 70cm 程度であり,そのうち最大 30cm 程度は供用

後の残留沈下として見込まれている.沈下に起因して起

こる問題としては基本施設及び空港用地における縦横断

勾配の変化,舗装のひび割れ,わだち掘れ等が挙げられる.

その結果,規定勾配の逸脱が生じれば航空機の運用が不

能となることから,定期的に管理する必要がある.従来こ

れらの管理は一般的な水準測量による縦横断測量,沈下

板による沈下計測と巡回点検からなる目視点検の組み合

わせで実施されている.これまでの測量方法についての

課題を以下に挙げる. 

課題① 水準測量による管理では規定測線上の縦横断に

よる２次元管理及び沈下板による点管理であり,観測地

点外の局所的な沈下等が発生した場合に発見が遅くなる

可能性がある.また目視点検では僅少な勾配変化など定

量的な判断が難しい. 

課題② 那覇空港増設滑走路用地は約 153ha と広大であ

り,制限が厳しい制限区域内において航空機の運用時間

外で実施するため,従来の測量作業では多くの計測日数

と労力を要する. 

 

4. MMSによる沈下管理検討 

供用開始以降の沈下管理に関して,MMS の活用の有効

性とその適用性について現滑走路を対象として検討を実

施した. 

(1) 那覇空港MMSデータの取得 

 MMS計測にて取得する3次元データと既往の定期点検 

測量データの精度を比較するため,那覇空港において

MMS データを取得した(図－4).取得した点群データを図

－5に示す. 

 

    図-４ 那覇空港MMSデータ取得範囲 

 

       図-5 那覇空港MMS点群データ表示 

(2) MMSによる課題 

那覇空港滑走路を対象に MMS 計測データと定期点検

測量データを縦断図により比較した.その結果 MMS 単独

による測量値が,一般的に高さ方向の誤差が 5cm 程度と

なった(図-6).供用後の残留沈下量 30cm に対してその割

合は大きく,3 級水準測量で設けた標定点を同時に計測･

補正することで誤差消失を試みた. 

   図-6 MMS計測結果と定期点検測量の対比 

(3) MMSの課題解決と精度確保の検討 

MMS の精度を向上するための標定点の設置箇所数及び

位置について検討した. 

具体の検討内容は以下のとおりである. 

①� 標定点の数量による誤差の比較 

標定点の使用点数による検証のため,滑走路を対象に

MMS計測 

定期点検 

レーザー1台で360°をスキャン
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H25 年定期点検測量成果と MMS の差分及び RMS 誤差の比

較を行った.使用した点数及び点番号は図-7 の通りであ

る.なお最大差分は絶対値で算出した. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図-7 滑走路における標定点の位置 

 標定点数量検討の結果,図-8 に示すとおり 1 点使用す

ることでRMS誤差は大幅に小さくなるが,MMSとH25年成

果の差分の数値にばらつきがあるため,1 点のみの使用

では誤差は押えられない.よって RMS 誤差が安定的に小

さくなり,かつ可能な限り少ない点数という条件から,両

端と中央の3点を使用すればRMS誤差を1cm程度に抑え

ることができると考える. 

 
      図－8 標定点数とRMS誤差の関係 

②滑走路縦断方向でのMMS補正 

MMS データと定期点検測量を比較した結果,高さ方向

の一定のズレが確認できたため,標定点の高さは同じと

仮定して,MMS計測データの補正を行った(図－9).差分の

最大値,最小値(ともに絶対値)及び,RMS 誤差は表-2 の通

りとなった.RMS誤差はH25年成果を真値とする場合の誤

差を示す.MMS－H25 年をδ,比較箇所数をｎとすると,RMS

誤差は以下の式となる. 

        
表-2 滑走路縦断 調整前後の比較 

 最大値

（m） 

最小値

（m） 

RMS誤

差（m） 

高さ移動

量（m） 

調整前 0.093 0.066 0.093 
-0.080 

調整後 0.016 0.000 0.010 

③滑走路横断方向でのMMS補正 

滑走路横断方向については,RWY36から RWY18に向かう

方向で起点から 3 箇所を抽出し検証した.MMS データと

定期点検測量を比較した結果,滑走路同様高さ方向への

一定のズレ及び回転が確認されたため,中央の高さは同

じと仮定して,MMS データを高さ方向及び回転の調整を

行った.それぞれの調整後の結果を表-3に示す. 

 滑走路における横断図を補正した結果,1,500 m 地点

の横断位置で最大 2.1cm の RMS 誤差が生じた結果とな

った(図－10). 

 

        図－9  滑走路縦断補正後         
表-3 滑走路横断 調整結果 

 

図－10  滑走路横断補正後 

④MMS精度検証結果 

空港土木設計・測量・地質土質調査共通仕様書の「縦

断測量の往復差及び閉合差」との比較を実施した.S を

片道の観測距離(km)とすると,許容精度は以下の通りで

ある(表－4)．     

表-4 横断測量の精度 

 精度 S＝3kmの場合の許

容精度（cm） 

3級水準測量  1.73 

4級水準測量  3.46 

滑走路長が 3km とすると,4 級水準測量の許容精度は

3.46cm となる.MMS 検証による定期点検測量結果との RMS

誤差が最大差分2.3cmであり4級水準程度の精度が確保

箇所
調整前 

RMS誤差(m)

調整後 

RMS誤差(m) 

高さ調

整量(m) 
回転調整量

0m 

地点
0.063 0.011   -0.031 

0.190°反時

計まわり 

1,500m

地点
0.116 0.021  -0.085 

0.150°反時

計まわり 

3,000m

地点
0.095 0.014  -0.064 

0.204°反時

計まわり 
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できる結果となった.  

(4) MMSの優位性について 

MMS の検証結果により,MMS による有意性は以下のとお

りである. 

①� 計測スピードの速さ 

MMSは時速 40kmで走行しながら半径約 150ｍの 3次

元計測が可能で,作業時間が限られる制限区域内で迅

速かつ効率的に地形物の計測が可能である. 

現空港での計測の実績より増設滑走路島全体 153ha

の計測に要する時間は2時間程度である. 

  ② 点群データの密度 

  MMSで計測した点群データは最大で1m2当り2000点 

  の取得が可能で,その点群データには全て XYZ 値が与

えられており,通常の水準測量で取得できる線的デー

タに比べてデータ量が膨大である. 

 ③ 任意点の縦横断計測が可能 

  MMS3 次元データにより,任意の点の縦横断計測及び

面積,体積の算出が容易である. 

④ 計測環境が容易 

 MMSは雨天以外,昼夜間での計測が可能である. 

⑤ 計測データによる舗装状況の評価が可能 

 MMS は取得した 3 次元データより,わだち掘れ,平坦

性を解析が可能である. 

⑥ 地表状況が即時確認可能 

  MMS データにより,空港における任意の必要点を机上

で計測することが可能となり現場作業が不要となる. 

⑦ 計測データのアウトプット 

 MMS データを CAD データとしてアウトプットするこ

とができ発注図等への提供が可能である. 

(5)MMSによる沈下管理への適用性について 

MMS データと既往測量データによる精度検証の結果,

ほぼ全体が4級水準測量を満たすに十分な精度を有する

ことが証明された.一部では許容精度を超える結果とな

ったが,その対策は今後の課題である,しかしMMSは 3次

元の膨大な点群データにより,従来の測量技術では不可

能であった空港全体の3次元管理による空間把握を可能

とする. MMS を主とし,従来の測量を従とした手法で空

間形状の変化を高精度に計測することが可能となり,那

覇空港増設滑走路における沈下計測の精度向上,及び

『今後の効率的な維持管理に寄与できる』と考える.増

設滑走路における計測結果イメージを図－11に示す. 

 

    図-11 MMS計測コンター図 

 

5. MMS計測結果の利活用について 

空港MMS の適用を検討する中で,得られた3次元デ 

ータを SIM 環境に取り込むなどから,従来の測量結果と

の整合性を保つことが可能となり,MMS 計測データの長

所を活かした多様な利活用への可能性が明らかになって

きた.以下にMMS計測データの利活用事例を示す. 

① 空港MMSを利用した空港安全管理 

 MMS の膨大な 3次元データを SIM のデータベース化

することで机上での任意の位置,任意の縦横断を計測

することが可能になる.その結果空港制限区域内工事

における工事車両等の制限表面への支障の有無,建築

限界の支障の有無,見通し確認などが可能となり,航空

機運航に関する安全性向上と省力化に期待できる. 

② MMSデータの災害時の活用について 

大規模災害発生時には那覇空港は救急救命活動や

緊急物資等輸送の拠点として役割を求められており,

発生後は早期復旧のため空港機能を回復する必要が

ある.したがって,地震や津波の後に空港施設（滑走路

等基本施設、着陸帯等空港用地,付帯施設等護岸）の

性能を確認し,異常箇所を早期発見することが重要で

ある.増設滑走路新設時の空港施設全体の初期値は定

期 MMS で得た 3 次元データを用いる.災害時には被災

後に得た航空レーザー測量結果とMMS結果の融合によ

る広域3次元データとMMS初期値との比較の中で異常

箇所を抽出し,早期復旧のツールとして期待できる. 

③ 空港維持管理での活用 

MMS 計測データの長所は空港維持管理において様々

な利活用が可能と思われる,反射強度オルソ画像（図-

12,13）による路面標識の劣化状況,滑走路におけるゴ

ム付着範囲,点群データ解析によるわだち掘れや平坦

性状況の把握,ダブルデッキ下面の点検などと巡回点

検・PRI 調査・すべり摩擦抵抗調査と組み合わせるこ

とで効率的かつ効果的な点検に活用できると考える. 

また、任意の点において縦横断計測や面積,体積の

計測が容易であり,今まで事業毎に事業範囲のみ個別

で発注していた計測作業など一元化ができ,省力化に

期待できる. 

     

   図-12 反射強度オルソ画像（滑走路） 

 

6.おわりに 

3 次元データを基図とした本システムを活用すること
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で,従来は多大な労力を要し,煩雑になっていた写真管理,

変状・補修箇所の数量把握が高度化されるとともに各種 

 

 

    （図-13）反射強度オルソ画像（滑走路） 

情報の共有・一元管理が可能となり,沈下管理を含めた

予防保全管理に資する継続的な維持管理を実現できるよ

うになる.各空港における維持管理職員が縮小されるな

か,空港 MMSによる ICT技術の全面的な活用で,測量・設

計・施工・検査・維持管理までのプロセスの最適化が進

み,省力化かつ作業効率向上に帰する事を期待しており

ます. 
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撫養港海岸保全施設整備事業における 

大型陸閘の自動化 
 

山本 大樹 

四国地方整備局 小松島港湾･空港整備事務所 工務課 （〒773-0001 小松島市小松島町字新港 9-14） 

 

撫養港海岸桑島瀬戸地区では、今後発生が危惧されている東南海･南海地震とその津波から背

後住民の生命と財産を守るため、平成 18 年度より海岸保全施設整備事業を行っている。 

先の東日本大震災においては、手動式陸閘の閉鎖作業に赴いた多くの消防団員が津波に巻き込

まれ殉職された。その教訓を踏まえ、当事業においては閉鎖作業に多くの労力と時間がかかる大

型陸閘の自動化を図るための検討を進め、この度、陸上設置型浮体式防潮堤（フラップゲート式

陸閘）全 4基の設置が平成 28 年 5 月に完了したため、その技術的検討経緯を報告する。 

キーワード 東日本大震災，港湾局初の取り組み，陸閘，自動化，確実な起立 

 

1． はじめに 

 

 撫養港海岸桑島瀬戸地区は、徳島県の北東部に位

置し、背後に鳴門市の中心市街地を擁する海岸であ

る。この地域では、第 2室戸台風（昭和 36 年）を

契機に整備された既存堤防が老朽化しており、今

後 30 年以内に約 70％の確率で発生が予想されてい

る南海トラフ地震とその津波により 330ha の浸水被

害が想定されている。(図-1参照) 

 

(1) 撫養港海岸保全施設整備事業 

上記の被害が予想される中、防護人口約 10,200

人の生命と財産を守ることを目的とした、海岸保全

施設整備事業を平成 18 年度から 28 年度にかけて行

っている。主な事業内容としては、堤防直下の地盤

の液状化による堤防の沈下を抑えるための地盤改良

と想定する津波高より越流を抑えるための堤防の嵩

上げ及び陸閘・水門の新規設置･改良等である。 

 

(2) 大型陸閘の整備 

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、

陸閘の閉鎖作業に向かった多くの消防団員が津波に

巻き込まれて殉職された。その教訓を踏まえ、海岸

関係省庁では陸閘等の自動化、遠隔化等を推進して

いる。 

上記の中、当事業では、新たに陸閘設置が必要と

なった箇所に、自動閉鎖する陸上設置型浮体式防潮

堤(以下フラップゲート式陸閘)を採用し、全 4 基の

設置が平成 28 年 5 月に完了した。(図-2,3参照) 

本稿では、フラップゲート式陸閘の設置経緯及び

自動閉鎖を確実に行うための工夫について報告する。 

図-1 撫養港海岸桑島瀬戸地区 

 

図-2 フラップゲート式陸閘施工箇所 
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図-3 完成したフラップゲート式陸閘 

2． 現場条件と対応方針 

 

(1) 現場の制約条件 

当事業における海岸管理者の陸閘整備方針、新規

陸閘設置箇所の条件は以下のとおりである。 

① 管理者の方針 

撫養港海岸での管理者である徳島県の方針は、「扉

体面積 10ｍ²以上の大型陸閘では開閉作業時間短縮

のため、電動化又は自動化する。」また、地震発生後

に陸閘の閉鎖に向かうのを防ぐため、「通行しないと

きは陸閘を閉鎖する。」である。 

② 新規陸閘設置箇所の条件 

当計画の設置箇所は倉庫に挟まれた通路である。

背後の倉庫業を営む企業と前面の公共岸壁にも挟ま

れ、車両の通行が頻繁に行われており、利用者や企

業活動に影響を与えてはならない。(図-2参照) 

 

(2) 対応可能な陸閘形式 

 今回設置する陸閘は扉体面積 10m²以上のため、設

置可能な陸閘形式は自動化されたフラップゲート式

陸閘と電動化した横引き式陸閘の 2 つが挙げられる。

しかし、設置箇所は通行量が多く、管理者の方針に

則ると頻繁な開閉が要求されるため、横引き式には

遠隔化と無停電化設備を想定する。 

 図-4 にフラップゲート式と横引き式陸閘を示す。 

 

図-4 左:フラップゲート式陸閘、右:横引き式陸閘 

 

(3) フラップゲート式陸閘の概要 

フラップゲート式陸閘とは、陸上に設置された扉

体が、高潮や津波による浸水時の浮力を利用して自

動的に閉鎖することにより、背後の浸水を防ぐもの

である。これは、従来からある水の逆流を防ぐフラ

ップゲート(水門)を応用して、平成 15年より開発を

始めた海底設置型のフラップゲートに端を発してい

る。平成 21 年より海底設置型の開発過程で得られた

知見を陸上に応用することで開発された。 

図-5にフラップゲート式陸閘の起立機構、図-6

にフラップゲート式陸閘の動作イメージを示す。 

 

 

図-5 フラップゲート式陸閘の起立機構 

 

図-6 フラップゲート式陸閘の動作イメージ 

 

(4) フラップゲート式陸閘と横引き式陸閘の比較 

現場制約条件の中、当該地域に適する陸閘形式は

フラップゲート式陸閘(自動)と電動横引き式陸閘

（無停電化+遠隔化）である。それらの特徴・コスト

を比較したものを表-1に示す。 

フラップゲート式陸閘(自動)と横引き式陸閘（無

停電化+遠隔化）を比較した場合、車両の通行が頻繁

に行われる今回の現場では、開閉作業を行う必要の

ない自動化が適しており、フラップゲート式陸閘の

方が約 8％のコスト低減が可能であると試算された。

これにより、フラップゲート式陸閘が最適であると

考えられる。 

 

表-1 フラップゲート式陸閘と横引き式陸閘の比較 

 

 

3． 陸閘の計画および設計 

 

(1) フラップゲート式陸閘の採用へ向けて 

計画当初、フラップゲート式陸閘の実績がなく不

確定さが残っていた。陸閘を自動化することにおい

て最も重要なことは「確実に自動起立を実現させる」

という信頼性が必要である。そこで、平成 24 年より

撫養港海岸への適用を視野に、早稲田大学の清宮教

授を座長とした技術検討会が高松港湾空港技術調査

通常時 閉鎖作動時 閉鎖時 

総合評価 ○ △

避難時
自動起立するため直ぐ避難可能。
津波来襲直前まで避難路となる。

遠隔操作で閉鎖できるため直ぐ避難可能。
閉鎖後は避難障害の可能性有り。

フラップゲート式陸閘(自動化） 電動横引き式陸閘(遠隔化+無停電化）

部品点数が少なく
比較的メンテナンスが容易。

維持管理
電気機器等があるため
比較的メンテナンス負荷が大きい。

コスト比較 0.92 1.00

前方の戸当たりの面積確保が必要。
有効高さが高いほど占有面積が大きくなる。

電気機器を使用しないため
停電時も自動で閉鎖可能。

横方の戸当たりの面積確保が必要。
有効高さに占有面積が左右されない。

無停電化のため閉鎖可能だが
電気機器が損傷しないような構造が必要。

占有面積

地震発生時
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事務所により設置され、地震時、津波来襲時の面か

ら検討が行われた。 

(2) 自動起立をより確実にするための検討 

フラップゲート式陸閘の確実な起立を実現させる

ため、技術検討会では起立を阻害する要因を明確に

する方針となり、5 分の１縮尺で水理模型実験を行

い、主に次の結果が得られた。 

① 地震による許容傾斜角度 

陸閘本体を法線平行方向に 3°傾斜させると扉体

が起立しない場合があったため、地震発生時に本体

の傾斜を 3°未満に収める構造にする必要がある。 

② 起立補助ウェイトの前方掛け回し 

起立補助ウェイトは浮力による扉体起立を補助す

るための重りである。急激な水位上昇にも安全に扉

体を閉鎖できる、「前方掛け回し」方式を採用した。 

③ 前面導水溝の適切な管理 

扉体前面に設置される導水溝が土砂等で完全閉塞

すると扉体が起立しなかったことから、保守点検・

維持管理が重要となる。 

これらの条件を満たせば、フラップゲート式陸閘

の信頼性が確保できると考えられ、採用となった。 

図-7 にフラップゲート式陸閘の起立機構の構造

を示す。 

 

図-7 フラップゲート式陸閘の構造 

 

(3) 基礎の設計 

 フラップゲート式陸閘に求められる性能は想定し

た地震動である東南海・南海地震(マグニチュード

8.7)の発生後に来襲する津波に対し確実に閉鎖する

ことである。 

a) 設計条件 

水理模型実験ではフラップゲート式陸閘の法線平

行方向への許容傾斜が 3°未満であると判明したた

め、地震後に本体の傾きが 3°未満（沈下量 0.4m 以

内）となる基礎を設計し、地震動に対する照査を行

った。 

b) 杭基礎での FLIP 解析 

FLIP 解析での検討の結果、杭基礎の 2本杭にて解

析を行うことで法線平行方向への傾斜が 1°以内に

収まるとされ、これを採用した。杭は支持杭とする

ことで車両の繰返し荷重に耐えることが可能な構造

とした。また、法線直角方向と平行方向の杭自体の

外力による破壊の照査もクリアした。 

図-8 に 2 本杭基礎の法線平行方向の FLIP 解析、

図-9 に決定した杭基礎の断面図、図-10 にフラップ

ゲート式陸閘の基礎工平面図を示す。 

 

図-8 2 本杭基礎の法線平行方向の FLIP 解析 

 

図-9 杭基礎の断面図 

 

陸閘設置予定箇所 
天端水平変位量(m) ：　0.01m
天端鉛直変位量(m) ： -0.02m
残留傾斜角　：　⊿θ=1°以下

1
5
0
0
0

基礎コンクリート基礎杭φ1000

止水矢板 ＜既設＞控え矢板

海側

陸側

1
6
0 2
5
02
6
0

5
4
0

2
8
0

5
0

15@600=9000
11000

400600 600400

3
4
0
3
5
0

5
2
0

4
0
0

4
0
0

3
6
8
0

17503@2500=75001750

2
5
0
0

1
2
5
0

5
0
0
0

4
8
0

1
2
5
0

-5.00

+1.10

-16.50

-42.90

H.H.W.L. +3.60m

H.W.L. +1.80m

L.W.L. ±0.00m

+2.00

倉庫用スロープ部

+1.00

+5.20

+3.30

M.S.L  +1.00m

+3.00

鋼矢板(Ⅲw型)　L=11.00m

既設矢板(Ⅱｗ型)

L=7.00m

フラップゲート

エプロン

鋼管杭 L=44.00m

既設タイロッド

法
線

既設岸壁

-7.70

5.00ｍ 15.48ｍ

2
.
3
0
m

15.00ｍ

支持層

現場溶接位置：-22.90

工場溶接位置：-28.90

現場溶接位置：-32.90

+3.30

-1.19

-4.29

現場溶接位置：-10.90

-13.56

-16.17

-29.22

-35.17

-40.95

-41.70 Av 

Ds1

Ac2-3

Ac2-2

Ac2-1

Ac2-2

Ac2-1

AS1 

BsW.L.+2.2m

路面レベル

起立補助ウェイト

底部戸当たり支承部
基礎構造

導水溝排水路

3
0
0

3130

有
効

高
　

2
2
0
0

2
3
6
0

戸当り
緩衝ゴム

扉体

- 312 -



図-10 フラップゲート式陸閘基礎工平面図 

4． 施工時に配慮した事項 

 

 施工は基礎工、下部工、陸閘設置、総合動作確認

の流れで行った。本章では主に、フラップゲート式

陸閘を確実に起立させるために留意した箇所につい

て述べる。図-11 にフラップゲート式陸閘 2 基分の

施工フロ－を示す。 

 

図-11 フラップゲート式陸閘 2基分の施工フロ－ 

 

(1) 基礎工（鋼管杭） 

施工場所は、営業活動中の倉庫が隣接しており、

特に騒音や振動について配慮する必要があったため、

中堀工法や回転杭工法などのうち、経済的に優位で

ある中堀工法を選定して施工した。フラップゲート

式陸閘を確実に起立させるため、現地施工において

は、杭基礎が確実に支持層と一体化することが求め

られる。よって、下記について特に注意を払って実

施した。 

① 鋼管杭打設時の鉛直性確保 

② 継手溶接管理 

③ 設計支持層の確認 

④ 先端根固処理の品質 

中堀工法は、打撃工法のように動的な貫入抵抗が

測定できない。そのため支持層の確認として、オー

ガモータの駆動電流値を用いた積算電流値と成層断

面図との比較、掘削土砂と土質標本との性状比較を

行い、設計支持層が所定の深度であることを確認し

た。その他にも、先端根固め処理の品質を確保する

ために、セメントミルクの注入量が目標値を 1 割超

える量を注入する等慎重に施工管理を行った。 

図-12に杭の打設状況、図-13にセメントミルクの

注入量、図-14にボーリングサンプルの比較を示す。 

図-12 杭打設状況 

 

図-13 セメントミルクの注入量 

 

図-14 ボーリングサンプルの比較 

 

(2) 陸閘下部工 

フラップゲート式陸閘の扉体を支える陸閘下部工

は、起立性能保持と施設損傷防止の観点から平坦性

が重要である。起立性能保持は扉体下への浸水を均

一にし、扉体にかかる浮力のむらを排除するためで

あり、損傷防止はトラック等車両通行による扉体や

回転軸のひずみを抑制し、健全な状態を保持するた

めである。 

施工時は、工場製作時にあらかじめコンクリート

の水平を明示したブラケットを取り付けておき、注

意深くコンクリート均し管理を行う事により、平均
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1.2mm の誤差で陸閘裏面コンクリートの平坦性を確

保した。 

図-15 にブラケットで水平を明示している様子を

示す。 

 

図-15 ブラケットで水平を明示している様子 

 

(3) 総合動作確認試験 

 総合動作確認試験は、模型実験や机上計算との差

異を確認し設計手法の妥当性を検証するとともに、

陸閘本体の作動における異常の有無についてチェッ

ク・確認するため、工事完成検査の一環として実施

した。平成 27 年 10 月と平成 28 年 5月に各１基、陸

閘周囲を土嚢や L 型擁壁で囲い、ポンプで注水する

事により次の項目を確認した。 

① 扉体浮上開始する水深に問題がないか。 

② 部材が干渉して異音、動きに問題がないか。 

③ 水位上昇に追従してスムーズに作動しているか。 

④ 異常な漏水がないか。 

⑤ 水位低下時に起立保持されているか。 

 確認結果は異音などの異常もなく設計通りスムー

ズに起立していた。また、排水による水位低下時は

扉体が起立保持できていることを確認した。 

この試験状況は地元小学生、自主防災会メンバー

や管理者及び陸閘操作関係者、背後企業従業員にも

確認してもらい、フラップゲート式陸閘の特徴や信

頼性について周知した。 

特に、陸閘関係者や背後企業従業員に対して、実

際に起立状況を見てもらうことにより、津波来襲時

に陸閘を閉鎖することなく避難することが可能であ

ると理解してもらえたと考えている。 

図-16 にフラップゲート式陸閘の起立確認試験の

様子、図-17に車両を載せての起立確認試験の様子、

図-18 に小学生と地域の方々が起立試験を見学する

様子を示す。 

 

 

図-16 フラップゲート式陸閘の起立確認試験 

 

図-17 車両を載せての起立確認試験 

 

図-18 小学生と地域の方々が試験を見学する様子 

 

 

5． まとめ 

 

 フラップゲート式陸閘の設置は港湾局として初の

取り組みであった。陸閘を自動化する上で最も重要

である確実に起動することを達成するために、技術

検討会での検討、入念な設計、施工を行った。フラ

ップゲート式陸閘が機能することにより、「津波が迫

る中、危険を冒してまで閉扉する必要なく、操作員

の安全を最優先出来る。」ため、東日本大震災の教訓

を克服する 1つの手段が出来たと言える。 

今後は、この技術が全国へと広まり、安全安心な

社会に貢献できれば幸いである。

ブラケット 

扉体裏 
水平 
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富士川水系における水辺を活用した 

地域活性化への挑戦 

～富士川水系ミズベリング・プロジェクト～ 
 

 
上林 祐 

 

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 調査第一課 

（現所属 甲府河川国道事務所 工務第一課） 

（〒400-0008 山梨県甲府市緑が丘1-10-1）  

 

 富士川流域では,地域活性化のため,観光客の増大に向けて取り組んでいるが,河川水辺空間の

活用については,ほとんど目が向けられていない状況であった.このため,甲府河川国道事務所で

は,水辺空間の有効活用を目指す「富士川水系のミズベリング研究会」を立ち上げ,産官学が連

携し,“水辺の賑わい創出”に向けて調査・研究をおこなった. 

また,プロジェクトを展開するにあたり,効果的な広報活動により得た人と人のつながりや,そ

こで生まれた知恵やアイデアを最大限活用していった.その成果として,水辺に集まる人の輪の

さらなる広がりや,持続的に地域活性化に寄与するイベントの開催が実現した. 

 

キーワード ミズベリング,地域活性化,水辺の活用,広報  

 

 

1. はじめに 

 

 近年,地方においては,人口流出・少子高齢化が問題と

なっているが,富士川流域である山梨県においても例外

ではない.このため,各自治体では,観光を主要産業の一

つとして取り組んでいる.山梨県では,観光資源として,

美しい山々などの自然や各所に残る歴史的施設などを打

ち出しているが,本来魅力的な観光資源となり得るオー

プンスペースの,富士川流域の河川水辺空間にはほとん

ど目が向けられていない状況であった. 

このことから,人口減・雇用減に悩む自治体の活性化

に河川行政として貢献することを目指し,水辺に賑わい

を創出する,「ミズベリング・プロジェクト」を富士川

流域に展開する活動を開始した. 

プロジェクトを展開するにあたり,限られた予算・人

員で対応することが余儀なくされたため,必要最小限の

行動によって最大限の効果を上げることが必要とされた.  

また,プロジェクトを流域内に効果的に展開するため,

行政頼みにならず実行する仕組みを構築することで,一

過性のお祭りにならず,地域に根付いて持続的に活動す

ることを目指した. 

 

2.  プロジェクトの実施内容 

 

 プロジェクトを展開するにあたり,まず「富士川水系

ミズベリング研究会」を設立した.これにより,水辺に興

味・関心を持った水辺関心層が集い,情報や知識そして

アイデアやモチベーションを共有し,水辺の未来の姿に

ついて議論する場ができた. 

また,この研究会のつながりを利用することで,新しく

イベントを開催し,それらの取組を効果的に広報するこ

とで,さらに連携を広げることができた. 

このようにイベントの開催,広報,連携の広がりが,プ

ラスのスパイラルとなり,富士川流域のミズベリング・

プロジェクトは大きなムーブメントへと発展した. 

 

(1)研究会の設立 

甲府河川国道事務所は,県内12の大学・短期大学によ

り組織化された特定非営利活動法人「大学コンソーシア

ムやまなし」と,産官学の連携のあり方と取組に不可欠

な人材育成について調査・研究をおこなうため,「富士

川水系ミズベリング研究会」を共同設置した. 

この研究会は,水辺空間を活用し,民間企業の積極的な

参画や,市民と企業が一体となったソーシャルデザイン
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をコンセプトに,水辺でまちを変えていく人づくりを目

標として活動を展開した.また,この研究会が富士川水系

におけるミズベリング・プロジェクトの核となり,その

連携によるイベントの開催や,それぞれの取組事例の共

有,意見交換をおこなった. 

 

(２)広報活動の工夫 

a)報道機関との連携 

 限られた予算・人員の中でも,報道機関と連携する

ことにより,効果的に広報をおこなうことができた. 

具体的な工夫内容としては,情報提供をする際に,資

料の投げ込みをするだけではなく,ミズベリングの説

明会を山梨県の県政記者クラブを対象に開催した.(図

-１参照)また,相互のコミュニケーションを図るため,

テレビ局へたびたび足を運び,情報提供や意見交換を

おこなった. 

このように,相互のコミュニケーションをおこなう

ことによって,報道機関が求めているニュースコンテ

ンツや,そのタイミングを知り,お互いに利益を共有し

あうことができた.更にミズベリングのコンセプトに

共感してもらうことで,ミズベリング研究会への参画

を促した. 

 

図-１ 記者クラブへの説明会 

 

b)広報資料の作成 

当初,ミズベリングの説明をおこなう際,おおまかな

コンセプトや,都市河川での事例を紹介した資料を使

ったため,山梨県内の人々にとっては関心が低く,興味

が薄れてしまう傾向があった.そこで,富士川水系独自

の資料をつくり,その資料によってプロジェクトの説

明をおこなうよう工夫した. 

 これらの広報資料を作るにあたり,“生きた資料作

り”を心がけた.というのも,山梨県内のイベントの開

催状況や,関係する制度,報道の状況等は常に変動して

いるため,状況に合わせて迅速に更新した. 

また,ミズベリングについての説明をする相手の反

応をよく観察し,どのような図表や写真を用いると有

効か,繰りかえし分析した上で,修正を加え洗練してい

った. 

最終的に,富士川水系ミズベリング広報資料は,①ミ

ズベリングについての説明資料②ミズベリングの取組

紹介資料③関連した法令などをまとめられたミズベリ

ング勉強資料の三点セットとなった.(図-２参照)これ

については,山梨県内の自治体から,200部の資料請求

や,民間企業(シンクタンク)の社内研修の題材として

活用された. 

 

図-２ 富士川水系ミズベリング広報資料 

 

 c)ホームページ の一新 

資料づくりに加え,より力を注いだのが,ホームペー

ジによる広報である.ホームページに求められるのは,

コンテンツの豊富さ,情報の更新頻度であるため,デザ

イン性や可読性についても考慮しながら,即時情報を

更新していくことに注力した.また,このページの最大

の特徴は,ミズベリングに関わる報道番組の動画を

丸々公開している点である. (図-３ 参照)これにより,

定期的に閲覧することで,流域内のミズベリングの動

きが常にわかる,そして次の展開を知ることが出来る

ページを目指した. 

 

図-３ ＨＰに掲載している報道番組 

 

(3)大学・民間企業との連携 

 ミズベリングの活動の中で次のような大学・民間企業

との連携が実現した. 

a)大学生観光まちづくりコンテストとのコラボ 

 旅行会社が主催となり2011年より毎年開催されてい

る,「大学生観光まちづくりコンテスト」とミズベリ

ングのコラボが,2年連続で実現した.このコンテスト

は,全国の大学生が,フィールドワークを通じてそれぞ

れの対象地域をまわり,その地域に隠れた魅力につい

て調査・探求することで,新たな観光プランを提案,発

表するというものである.  

2015年に引き続き,2016年も課題テーマに「ミズベ

リング」が含まれることで, 79チーム400人以上の学

生が,水辺の活用も視野に入れた,富士川流域内の新た

な魅力探しをおこなった.(図-４ 参照) 
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図-４ 大学生観光まちづくりコンテスト2016 

 

b)大学生によるイベントの実施 

 大学生観光まちづくりコンテストをきっかけに,そ

の高い訴求力に期待し,大学生によるミズベリングイ

ベントを開催した. 

このイベントは,2015年7月から全国一斉でおこなわ

れている,水辺に飲み物を持ち寄り,乾杯をおこなう

「水辺で乾杯」という社会実験イベントの冬バージョ

ンを,PBL型授業(問題解決型授業)のアウトプットの場

を兼ねておこなった. 

さらに,地元自治体による川のイルミネーション実

験と連携して開催することで,自治体や企業の協力を

得ることができ,地域と一体となったイベントが実現

した.(図-５参照)このように大学生による訴求力は期

待以上の効果があり,イベントの付加価値を上げるだ

けではなく,他のイベント開催への呼び水ともなった. 

 

 

図-５ 水辺で乾杯(冬バージョン) 

 

3.  プロジェクトの成果 

 

(1) 水辺関心層の拡大 

 持続的な地域貢献を目指すことを考慮し,広報活動を

した結果,その反応としてミズベリングの取組に共感す

る人が増え,ミズベリング研究会の参画団体は８団体か

ら１５団体に増えた. 

 図-６は2015年12月16日におこなわれた,富士川水系ミ

ズベリング研究会の会合時の構成であり,産官学言の連

携や,研究会の事務局サポーターとして,民間企業,大学

講師がボランティアで参画している.それ以外にも,地方

銀行や,地元の観光業のメインに展開しているグループ

会社が会合に出席した. 

 

図-６ ミズベリング研究会の構成(2015.12.16時点) 

 

(2) 行政頼みにならないプロジェクト推進体制の実現 

 上述のとおり,産官学言が連携した研究会により,水辺

を活用した継続的な人材育成についての調査・研究をお

こなう体制を確立した. 

また,意見交換の場で出た意見により,2016年の大学生

観光まちづくりコンテストにおいて,研究会参画企業か

らの資金提供により,富士川水系ミズベリング研究会と

してコンテストに協賛し,2年連続でのコラボが実現した. 

 

(3) 地域活性化への持続的な貢献 

 甲府河川国道事務所がプロジェクトの火付け役となり,

各自治体へと飛び火したことで,この取組が一過性のも

のではなく,持続的な取組となった. 

 笛吹市では,「かわまちづくり支援制度」を活用し,花

火大会の際の観覧席となる,階段護岸を整備する計画が

進められている.また,整備に合わせ,周辺の水辺空間の

活用,アクセスの向上を目指した「笛吹市ミズベリング

構想」が策定された.構想の策定にあたっては, 市民も

参加し,意見を出し合う「ミズベリング会議」が開催さ

れ,この構想のメニューの一つである,水辺のオープンカ

フェが2016年9月にオープンした.(図-７ 参照) 

富士川町では,水辺とのふれあいを楽しむコミュニテ

ィー空間として,河川防災ステーションや道の駅の周辺

施設と一体的・複合的な交流拠点として富士川親水公園

が整備された.これにより,数多くのイベントが開催され,

利用者が3倍以上も増加した.(図-８参照) 

さらに,今後の交流人口の増加を見込んで,医療・介護

関係者も含めた「ミズベリング懇談会」を開催し,そこ

で出た意見を基に,富士川の高水敷において,陸上競技場

及び周辺散策路の整備を進めている. 
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図-７ 水辺のオープンカフェ(笛吹市) 

 

図-８ 水辺空間利用者の増加(富士川町) 

 

このように,“つくる”だけではなく,市民や民間企業

も加わり,地域を“そだてる”という視点を持つことで,

地域活性化への持続的な貢献が見込まれている. 

また,行政だけでなくミズベリング研究会や,様々なイ

ベントを通じて,資金・場所・物資・ノウハウ等を提供

する民間企業,大学等がプロジェクトに参画したことが,

行政の予算頼みにならず,持続的な貢献を可能とした. 

 

4.  考察 

 

 本プロジェクトは,広報活動により,情報が広がりモチ

ベーションが動きだした.動き出したモチベーションは

富士川水系ミズベリング研究会へと集まり空間となった. 

その結果,社会が動き出し,山梨県内６カ所においてミ

ズベリング会議・懇談会が開催されるという大きなムー

ブメントを作り出した.(図-９,図-10参照) 

 

  

 

図-10 富士川流域のミズベリング会議・懇談会 

 

これだけの広がりをみせた富士川水系ミズベリング・

プロジェクトだが,これは“水辺でなにかしたい”とい

う人々気持ちがうまくマッチングした結果だと私は考え

ている. 

 また,そのマッチングを実現させたのが,効果的な広報

活動である.資料づくりや,相互のコミュニケーションを

工夫した点は上述の通りだが,それ以上に積極的に広報

することが効果的であった.ミズベリングに関する説明

を要求されてからするのでは,説明する機会も少なく,相

手も限られてしまう.そのため,説明資料を常に持ち歩き,

機会があればミズベリングについて説明をするという,

広報をおこなった. 

 この“飛び込み営業”方式の広報を実践出来たのは,

自分自身が“広報パーソン”であるということを自覚し,

広報することを“楽しむ”ことができたからである. 

また,これら広報活動の工夫について,今回のミズベリ

ング・プロジェクトに限らず,多方面において応用する

ことが可能であり,業務を円滑に進めるための重要な要

素となり得ると考えた. 

 

5.  今後の展望 

 

 流域内で大きな盛り上がりを見せているミズベリン

グ・プロジェクトだが,参画民間企業の固定化や,コンセ

プトの誤認識,キーマンの不足など課題はまだ多く残さ

れている. 

 やっと水辺に対する関心の芽が出てきた段階である.

今後は各地区のムーブメントをその地域の人たちの力を

合わせることにより,より大きく力強いムーブメントへ

変革していく必要がある. 

 また,河川行政として,高まった気運を見定めつつ,自

律性を損なわない様にサポートしていく必要がある. 

 
図-９ ミズベリングのムーブメント 
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地域が取り組む東海環状自動車道の利活用 
 

 
木村昭雄1・鬼頭宏典1 

 
1中部地方整備局 岐阜国道事務所 計画課（〒500-8262 岐阜市茜部本郷1-36-1） 

 
 

2015年5月から、岐阜県及び東海環状自動車道の沿線市町が一体となって「東海環状自動

車道のストック効果に関する意見交換会」を開催し、既に開通している東回りで実現した

ストック効果を広報し、西回りの期待につなげる取り組みを実施した．更なる取り組みと

して、岐阜県と三重県が連携し、沿線地域のまちづくりを支援するため、2016年7月に

「東海環状西回り利活用促進会議」を発足した．本会議において、東海環状自動車道の利

活用を地域全体で議論し、ストック効果の最大化を図っている． 

 

キーワード：ストック効果，広報，利活用 

 

１． 東海環状自動車道 

 

国道475号東海環状自動車道は、愛知県、岐阜県、三

重県の3県に跨がる延長約160kmの高規格幹線道路であ

る．（図-1）東名・名神高速道路、中央自動車道、東海

北陸自動車道、新東名・新名神高速道路の放射状道路を

環状に結び、広域ネットワークを構築することで、企業

活動の向上、物流の効率化、観光活性化等の様々なス

トック効果が期待されている． 

2005年3月に、東海環状自動車道（東回り）豊田東

JCT－美濃関JCT間が開通し、現在、約10年が経過した．

東回り沿線では、工業団地をはじめ、商業施設や住宅団

地などの開発が進められるなど、様々なストック効果が

発現しており、道路の利活用により、まちづくりが促進

されている． 

 
図-1 東海環状自動車道 

 

２． 意見交換会 

 

岐阜県では、東回り開通10周年を契機に、沿線市町と

「東海環状自動車道のストック効果に関する意見交換会」

（以下、意見交換会）を開催し、東回りで実現したス

トック効果を広報し、西回りの期待につなげるため、①

東海環状自動車道のストック効果のとりまとめ、②東海

環状自動車道の効果や期待に関する企業の「生の声」の

把握、③地域が主体となった広報活動（パネル展など）

に取り組んだ．（写真-1） 

意見交換会は、岐阜県及び沿線の18市町が参加した．

自治体と連携することで、地域の最新情報を得ることが

できると共に、より住民に近い視点からストック効果の

意見が出された． 

 

写真-1 意見交換会の様子 

 

３． 企業等ヒアリング調査 

(1) 調査フロー 

 東海環状自動車道のストック効果の把握のため、沿線
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市町を中心に企業等へヒアリングを実施した． 

まず、意見交換会の構成市町それぞれにおいてヒアリ

ング候補企業をリスト化し、その後、各企業と日程調整

後、当事務所も同行しヒアリングを実施した． 

当初は、製造業を対象としたヒアリングを実施する予

定であったが、意見交換会の中で、「製造業だけでなく、

商業や観光、農業等のストック効果も重要である」との

意見があり、あらゆるジャンルの企業からヒアリングを

実施することとなった． 

ヒアリング結果をもとに、東海環状自動車道が有する

ストック効果を検証し、必要に応じ追加ヒアリングを実

施した．ストック効果資料（案）がまとまった際、各ヒ

アリング企業等へ、資料公表に向けた内容の確認を行い、

ストック効果資料を完成させた．（図-2） 

 

図-2 調査フロー 

 

(2) ヒアリング結果 

 ヒアリングにご協力いただいた企業は、全147社にの

ぼり、製造業、物流業、農林水産業、サービス業、公共

団体など多岐にわたる業種から、東回り区間の効果、西

回り区間への期待など多くの意見をいただいた． 

 ヒアリングを通じて、中部地方は日本有数のものづく

りの地域であり、航空機産業や自動車産業の集積地で

あって、東回りの開通により沿線の工業団地では、新た

な企業進出が約130社、約3万人の雇用が創出されるなど、

大きなストック効果が現れており、西回りにおいても、

東回りと同様のストック効果が期待されていることが把

握できた． 

 また、ヒアリング後に実施された意見交換会の中では、

今回のヒアリングを通じて「既存企業の売上や、利用者

が増えることは、開通前から予想が出来たが、新たな地

域間連携が生まれる等、全く予想していなかった様々な

効果も把握できた．東回りが開通し、新たな需要を見る

と、西回りでも同じようなことが期待できるかも知れな

い．もっと新しい事ができるのではないかという可能性

についても話し合える機会ができないか」との今後の更

なる活動の提案も出された． 

 今回のヒアリングで得られた各企業の「生の声」は、

今後の社会資本整備や沿線市町のまちづくりの貴重な資

料になると考える． 

 

４． 広報活動 

(1) パンフレット 

 2015年12月、官民が連携して構成されている東海環状

地域整備推進協議会により、【『暮らしの礎』子孫に引

き継ぐストック効果】と題した東海環状自動車道のス

トック効果をパンフレットとして取りまとめ記者発表が

行われた．（図-3） 

 
図-3 パンフレット 

 

(2) ポスター・パネル 

 意見交換会で取りまとめたストック効果資料をもとに、

東海環状自動車道をPRするためのポスター及び展示パ

ネルを作成した． 

 作成に際し、市町各庁舎のロビーや道の駅には既に

様々なポスターが掲示されているため、その中でどのよ

うに東海環状自動車道へ惹きつけるかということを主眼

に置いた．実際に道の駅や高速道路のPA・SAに掲示さ

れているポスター等を見て回り、どのようなポスター等

が引き立つかを分析すると、一つの傾向にたどり着いた．

大切なのは、文字や写真等の情報をただ詰め込むのでは

なく、インパクトのある短いキャッチフレーズとそれに

関する写真を数枚大きく使用することであった． 

 また、ストック効果を一般の方へ広報するにあたり、

キャッチフレーズと写真だけでは、その本質を理解して

いただくのに情報が少なすぎると考え、ポスターとパネ

ルの特徴から、ポスターを際立たせ注目を集め、隣接し

たパネルで内容を説明する手法を用いた．（図-4） 

 

図-4 ポスター（左）及びパネル（右） 

構成市町による

ヒアリング候補企
業のピックアップ

構成市町による
アポイント

ヒアリングの実施

ヒアリング結果の
整理

ストック効果の検
証・作成

追加ヒアリングの
実施

ヒアリング企業へ
資料公表に向けた
内容の確認

ストック効果資料
の完成

ヒアリング企業
一覧を作成

岐阜国道
事務所同行
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期間 主催 イベント名 場所
ｱﾝｹｰﾄ
回収数
（人）

平成27年10月23日 多治見市
第9 回多治見ビジネスマッチン
グ「企業お見合い」

多治見市産業文化センター 2

10月31日～11月1日 2015海津市産業感謝祭 海津市役所南側駐車場

11月2日～11月5日 － 海津市役所ロビー

11月1日 もとす織部祭り
本巣市多目的広場（本巣市役所本
庁舎前芝生広場）

11月2日～11月5日 － 本巣市役所ロビー

11月1日 元気ハツラツ市
大垣市中心商店街（駅通り歩行者
天国内）

11月2日～11月13日 － 大垣市役所ロビー

11月7日～11月8日 瑞穂市 みずほふれあいフェスタ2015 瑞穂市役所巣南庁舎北側駐車場 42

11月7日～11月8日 八百津町 八百津町産業文化祭
八百津町ファミリーセンター及び
駐車場 70

11月14日～11月15日 親孝行のふるさとフェア 養老公園芝生広場一帯

11月16日～11月26日 － 養老町役場ロビー

11月14日～11月15日 美濃市 美濃市産業祭 美濃市運動公園 9

11月15日 富加町 富加町民まつり 富加町役場 2

11月18日～11月30日 関市 － 関市役所ロビー 18

12月1日～12月14日 山県市 － 山県市役所ロビー 5

12月17日～12月25日 可児市 － 可児市役所ロビー 38

平成28年1月8日～1月21日 土岐市 － 土岐市役所ロビー 3

1月18日～1月22日 岐阜市 － みんなの森メディアコスモス 162

2月8日～2月17日 美濃加茂市 － 美濃加茂市役所ロビー 35

2月8日～2月29日 大野町 － 大野町役場ロビー 9

2月19日～3月2日 神戸町 － 神戸町役場ロビー 10

3月19日 本巣市 ふるさと企業フェアin本巣 モレラ岐阜会議室 20

海津市 252

養老町 100

本巣市 34

大垣市 14

(3) パネル展 

 作成したポスターやパネルは、市町で開催する地域イ

ベントや庁舎ロビー等でパネル展を実施した．（写真-2，

図-5）パネル展の開催に併せ、パンフレットの配布とア

ンケート調査を実施した． 

 イベントでのパネル展では、主に土日祝日に開催され

たこともあり、多くの来場者にアンケート調査のご協力

を頂けた一方、市町庁舎ロビーでは、来庁者が限定的と

言うこともあり、イベント時と比較するとアンケート回

収数に大きな差が生じた．多くの来場者が訪れるイベン

ト時にパネル展を開催することで、効果的なPRが可能

であることを確認できた． 

 

写真-2 海津市のパネル展の様子（上） 

    養老町のパネル展の様子（下） 

図-5 パネル展開催状況 

 

５． アンケート調査 

 

(1) パネル展アンケート 

 パネル展会場や各庁舎ロビーにおいて、来場者に対し

て実施したアンケート調査では、合計825名の方から回

答をいただいた． 

 その中で、「あなたは「ストック効果」がどのような

効果かご存知でしたか」という設問に、約6割が「今回

初めて知った」との回答結果であった．（図-7） 

 

図-7 ストック効果認知度回答結果 

 

また、「あなたは今回の「パネル展」をどう思いまし

たか」という設問には、約9割が「大変よかった」「ど

ちらかというとよかった」との回答結果であったことか

ら、満足度が高かったことが伺えた．（図-8） 

 
図-8 パネル展満足度回答結果 

 

さらに、「あなたはパネルをご覧になり、東海環状の

ストック効果について理解が深まりましたか」という設

問に対しては、約9割が「大変深まった」「少し深まっ

た」との回答結果であったことから、ストック効果を周

知する上で、「パネル展」という広報活動は効果が高

かったことが確認された．（図-9） 

 

図-9 ストック効果理解度回答結果 

 

 また、「パネルで紹介したストック効果で、あなたの

印象に残った内容（タイトル）をご記入してください」 

という設問に対し、「観光入込客数の増加」に関するパ

ネルが最も印象に残った結果となり、一般の方に対して

は身近な内容であったと推察され、今後、イベント等で

パネル展を開催する際には、来場者を想定したパネルの
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選定も必要であると感じた．（図-10） 

 
図-10 印象に残った内容 

 

その他、「あなたは東海環状自動車道（西回り）の開

通に期待していますか」という設問に対しては、9割弱

が、「期待している」と回答しているとともに、自由記

述で最も多く寄せられた意見が「早期の全線開通を期待

している」との意見であったことから、東海環状西回り

の期待の高さが実感できた． 

 

(2) 中京圏住民webアンケート 

 中京圏在住の住民から見た、「東海環状自動車道のス

トック効果」について地域別に把握するためwebアン

ケート調査を実施した． 

 アンケートは、中京圏在住の30歳以上を対象者とし、

中京圏を11の地域に分け、それぞれ200サンプルの規模

で実施し、合計2,189サンプルを回収した． 

 本アンケートでは、約10年前の道路ネットワークと比

較し、具体的な変化の実感として、「一度にたくさんの

観光地を巡れるようになった」、「お出かけの計画がし

やすくなった」など、観光・レジャーの内容を中心に、

東海環状自動車道東回り沿線もしくはそれに接続する外

側の地域において、実感する効果と捉えられており、東

回りの開通効果を検証することができた．（図-11） 

 

〔お出かけの計画がしやすくなった〕 

 
図-11 東回りの開通効果 

 

 また、前述のパネル展で実施したアンケート調査の結

果同様、一般の方が最も印象に残るのは、「観光」に関

する効果であるということが確認できた．（図-12） 

さらに、「あなたは、東海環状自動車道西回りの開通

に期待しますか」という設問に対し、東海環状自動車道

沿線ではない「郡上・下呂・高山」や「鈴鹿・津」地域、

既に東回りが開通している「東濃・中濃」地域において

も7割以上と高く、西回りの開通に期待している人は沿

線を中心に広範囲に及んでいることが把握できた．（図

-13） 

 
図-12 観光等が便利になったと回答した割合 

 

 

図-13 地域別の西回りの期待度 

 

(3) 物流事業者アンケート 

中部地域における高速道路ネットワークの整備の進展

による「道路の利用状況の変化」や「企業活動等の影響」

等について、物流事業者の実態を把握することを目的に、

岐阜・愛知両県のトラック協会会員に対し、アンケート

調査を実施し、合計302社から回答をいただいた． 

アンケートの配布方法及び回答数の内訳は、岐阜県ト

ラック協会会員約840社へ直接郵送し、約26％にあたる

217企業から回答をいただいた．愛知県トラック協会会

員には、協会の定期配送に同封し、全協会員約2,600社

の約3％にあたる85社から回答をいただいた． 

順位 内容（タイトル） 順位 内容（タイトル）

1位  「観光入込客数の増加」 6位  「企業立地の促進」

2位  「人口の増加」 7位  「知名度の向上」

2位  「距離の制約を克服」 8位  「災害時の救急医療支援」

4位  「農産物の出荷効率化」 8位  「雇用の促進」

5位  「工業団地の増加」 10位  「地方税の維持」
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今回のアンケートでは、東回り沿線で回答頂いた企業

の約7割が東回りを利用している状況が確認できた．ま

た、西回り沿線地域の企業についても、回答頂いた企業

の約5割が東回りを利用していると回答し、そのうち約1

割が、主要な輸送ルートとして利用しており、その結果、

東回りはドライバーの労働環境改善に寄与していると企

業が効果を実感していることが把握できた．（図-14） 

また、西回り開通への期待として、更なる労働環境改

善の他、約1割の企業が、「新たな取り組み」、「効率

的な物流システムの構築・見直し」を挙げており、西回

りの開通により、企業活動に好影響を与えることが把握

できた．（図-15） 

 
図-14 東回りの効果 

 

図-15 西回りの期待 

 

今回のアンケートの実施にあたり、トラック協会会員

へ直接アンケートを郵送した場合と、協会の定期配送に

同封した場合とで、回収率に大きな差が生じたことから、

今後、同様の調査を実施する際は、アンケートの配布方

法についても考慮する必要がある． 

 

６． 東海環状西回り利活用促進会議 

 

(1) 更なる取り組み 

 岐阜県では、意見交換会の取り組みにより、県や沿線

市町との連携が進展し、三重県では、東海環状自動車道

沿線に立地する企業との連携が図られている． 

さらに、西回り沿線では、道路の開通見通しが示され

ることで、道路の開通を見据えた企業立地や、地域の観

光資源を生かした観光開発等が進められている．今後、

これらの民間投資の需要の更なる高まりが見込まれる中、

東海環状自動車道のストック効果を最大限活用し、持続

的なまちづくりを促進することが重要である． 

 これらの状況を踏まえ、ストック効果の最大化には、

各県独自の取り組みだけでなく、官民が連携し西回りの

利活用を地域全体で議論し、まちづくりを支援するため

の更なる取り組みが必要と考え、各県独自の取り組みを

発展させ、2016年年7月、新たに「東海環状西回り利活

用促進会議」を発足した．（写真-3） 

 

写真-3 第1回東海環状西回り利活用促進会議 

 

本会議は、40自治体及び16経済団体で構成され、第1

回会議には、協力機関として道路ユーザーである民間等

にも参加していただいた．（図-16） 

 

 
図-16 第1回会議参加機関 

 

第1回会議では、東海環状自動車道西回りや沿線のま

ちづくりに対する民間企業の意見発表が行われ、更に、

今後の会議の方向性に関する議論が交わされた． 

 

(2) まちづくり未来マップ 

 東海環状西回り利活用促進会議では、①東海環状自動

車道の利活用に関する取り組み、②インフラ整備のス

トック効果に関する取り組み、③各種広報啓発活動等の

実施、④工業、商業、農業、観光等幅広い「生の声」の
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把握等の取り組みの4つを活動方針として掲げている． 

この活動方針に基づく取り組みの一環として、第1回

の会議において、「まちづくり未来マップ」を作成した．

（図-17）このマップは、西回りの開通を見越し進めら

れているアクセス道路等の整備や産業・観光振興等の地

域開発計画を見える化したものである．マップでは、事

業完了予定時期も可能な限り示すことで、民間開発の需

要を喚起することを期待している． 

 

７．むすび 

 

東海環状自動車道東回り沿線では、開通後10年が経過

し、工業団地、住宅団地、商業施設等が立地し、道路の

利活用によりまちづくりが促進された．西回り沿線にお

いても、既に開通を見据えたまちづくりの取り組みが始

まっている．道路が開通する前から地域が連携して道路

の利活用促進を図り、道路が開通した後も継続すること

で、道路のストック効果が最大化され、更なる地域の発

展につながるものと考える． 

 

謝辞：本取り組みにより取りまとめた東海環状自動車道

のストック効果資料は、ヒアリングや資料確認、アン

ケート調査など大変多くの企業や行政関係者の皆様にご

協力いただき、また資料の公表について格段のご理解を

いただき作成できたものであり、深く感謝申し上げる． 

 

なお、今回取りまとめた東海環状自動車道のストック効

果に関する資料については、岐阜国道事務所ホームペー

ジ並びに岐阜県のホームページにて確認できることをお

知らせする． 

 

【岐阜国道事務所ホームページ】 

http://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/tokaikanjo.html 

 

【岐阜県ホームページ】 

http://www.pref.gifu.lg.jp/shakaikiban/doro/kosoku-doro/11651/

 
 

 
図-17 「まちづくり未来マップ」 
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水辺とまちの未来のかたち 
－ミズベリング世界会議からの挑戦－ 

 
 

田村 友秀1 
 

1近畿地方整備局 大和川河川事務所 （〒583-0001 大阪府藤井寺市川北3丁目8番33号） 

 

 水辺に対する関心を高め，まちの価値を高めるための資源として有効利用されるよう民間活力を積極的

に引き出すためのプロモーションである「ミズベリングプロジェクト」．2015年10月，近畿地方整備局は

ミズベリングプロジェクトの一環として，ミズベリング世界会議を開催した．これは，国内外の先進的な

取り組みを結集し，水辺を活かした「ミズベ経営の実現」をめざしたものである． 
ミズベリング世界会議の成果は，その後，近畿各地で新たな取り組みや挑戦へと引き継がれている． 
 

キーワード ミズベリング，水辺利用，賑わい創出，まちづくり 

 
 

1.  はじめに 

 
 2015年10月，近畿地方整備局はミズベリング世界会議

を開催した． 
ミズベリング世界会議は，水辺に対する関心を高め，ま

ちの価値を高めるための資源として有効利用されるよう

民間活力を積極的に引き出すためのプロモーションであ

る「ミズベリングプロジェクト」の一環として実施した

ものである． 
 本報告は，ミズベリング世界会議に至る経緯と成果，

そして近畿各地で動き出した新たな取り組みや挑戦につ

いて報告する． 

 
 
2.  河川敷地占用許可準則の緩和からミズベリン

グプロジェクトへ 
 
(1)  河川敷地占用許可準則の緩和 
 2010年5月に策定された国土交通省成長戦略は，地域

や企業の創意工夫による成長を促進するため，規制緩和

に積極的に取り組み，自由度を高め，民間の新しい提案

や大胆な経営を促進させることを政策の基本原則とした． 
河川においては，民間事業者が河川敷地にオープンカフ

ェやキャンプ場等を設置することを可能とする，河川空

間のオープン化の方針が示された． 
 2004年3月，民間事業者による水辺空間を活かした賑

わいの創出や魅力あるまちづくりを目的とした河川敷地

利用を可能とする特例措置が始まった．当初は社会実験

として全国８河川で実施された． 

その後，2011年3月に河川敷地占用許可準則が改正され

全国の河川へ拡大．こうして河川空間のオープン化へと

規制緩和が図られた． 
 
(2)  水辺とまちの未来創造プロジェクト 
 世界の大都市では，都市を代表する河川と周辺の町並

みが一体となり美しく風格のある空間を形成してきた． 
水辺とまちの未来のかたちをデザインし，「つくる」だ

けでなく「育てる」ことを視野に入れた持続可能な未来

の創造に貢献するため， 
①まちにある川や水辺空間の賢い利用 

②民間企業等の民間活力の積極的な参画 

③市民や民間を巻き込んだソーシャルデザイン 

の３つを基本コンセプトとする「水辺とまちの未来創造

プロジェクト」が始動した． 
水辺とまちの未来創造プロジェクトでは，社会の関心を

高め，様々な立場からの参画を得るため，水辺とまちの

ソーシャルデザイン懇談会の開催（2013年12月，第1回
懇談会開催）やモデルプロジェクトの推進などと伴にミ

ズベリングプロジェクトの展開が提案された．  
 
(3)  ミズベリングプロジェクト 
 ミズベリング※プロジェクトとは，

かつての賑わいを失ってしまった

日本の水辺の新しい活用の可能性

を創造していくプロジェクト．水

辺に興味を持つ市民や企業，そし

て行政が三位一体となって，水辺

とまちが一体となった美しい景観と新しい賑わいを生み

出すムーブメントをつぎつぎと起こす取り組みである． 
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※ミズベリングは，「水辺＋RING(輪)」，「水辺＋R(リノベー

ション)＋ING(進行形)」の造語． 
 
(4)  ミズベリングプロジェクトの取り組み 
 2014年3月，国土交通省はミズベリングプロジェクト

のスタートアッププログラムとして，「ミズベリング東

京会議」を開催した．ミズベリング東京会議以降，全国

41箇所※で水辺の在り方，活用のアイデアを話し合うミ

ズベリング地方会議が開催されている． 
近畿地方でも，ミズベリング大阪会議を皮切りに越前若

狭会議や大津・瀬田川会議など各地で地方会議が開催さ

れている． 
※2016年3月1日現在 ，ミズベリング事務局まとめ 
a)  ミズベリング東京会議 

開催日：2014年3月22日 

主 催：ミズベリングプロジェクト事務局 

場 所：すみだリバーサイドホール 

参加者数：約２００名 

 ミズベリングプロジェクトのスタートアッププログラ

ムとして開催．水辺とまちの未来について語り合い，そ

の場で出てきた意見を即座にスクリーンにスケッチした

「水辺の未来図」を参加者全員で共有した． 
 
 
 
 
 

※ミズベリング東京会議 
 
 
 
 
 
 
 
b)  ミズベリング大阪会議 

開催日：2014年10月11日(土)   

主 催：一般社団法人水都大阪パートナーズ 

 
 
 
 
 

※ミズベリング大阪会議 
 
 
 
 
 
 

場 所：堂島リバーフォーラム 

参加者数：１５０名 

 水辺に関わる人たちが一堂に会し，水辺からのアクシ

ョンの新しいアイデアについて意見交換を行った．水都

大阪の仕掛け人達が，これまでの取り組みや水辺のビジ

ネスなどについて語り,世界に向けて日本の水辺を発信

するためのヒントを共有した． 
c)  ミズベリング・越前若狭会議 

開催日：2015年3月12日（木） 

主 催：リバビズ大学 in 日野川流域交流会 

場 所：福井県国際交流会館 

参加者数：１２４名 

 日本の水辺の新しい活用の可能性を創造する取り組み

が全国的に広まる中，福井でも日野川や足羽川，九頭竜

川などの美しい水辺空間を活かして何かをしてみたい，

という関心が高まっていた．会議では，福井の水辺が持

つポテンシャルに“気づき”，その活用のあり方につい

て考えた． 
 
 
 
 
 

※ミズベリング・越前若狭会議 
 
 
 
 
 
 
 この他にも，2015年3月には完成したばかりの散策路

を巡るウォ－クラリーイベントに合わせミズベリング大

津・瀬田川会議が，9月には地域の大学や商工会，行政

などが連携したミズベリング近江八幡会議が開催された

ほか，和歌山市でも市民団体による水辺の賑わい創出の

ための勉強会が進められている． 
また，地方会議とは別の形のプロモーションとして，

2015年7月7日には，全国の水辺に集まって一斉に乾杯す 
 
 
 
 
 

※福知山城での様子 
 
 
 
 
 
 

写真－３ 越前若狭会議 

写真－１ ミズベリング東京会議 

図－１ 水辺の未来図 

写真－２ 大阪会議 写真－４ 水辺で乾杯（福知山城） 
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る「水辺で乾杯」を実施した．（写真－４） 
 
 こうしたミズベリング大阪会議から始まる近畿各地の

地方会議で示された水辺への熱い想いを受け継ぎ，発展

させることをめざし，ミズベリング世界会議を開催する

こととなった． 
 
 

3.  ミズベリング世界会議 in OSAKA 

～ミズベのすべてを学び，語り，体験する3日間～ 

 

(1)  目的 

 ミズベリング世界会議 in OSAKAは，水辺日本一の水

都大阪を世界へ発信するとともに，国内外の先進的な取

り組みを結集することで，民間活力を呼び込む手法や枠

組みを議論し，水辺を活かした「ミズベ経営の実現」を

めざして，2015 年10月9 日から11日までの３日間，大

阪の堂島リバーフォーラムで開催した． 

 

(2)  概要 

実施日：2015年10月9日（金）～10月11日（日） 

主 催：「ミズベリング世界会議」運営会議 

会 場：堂島リバーフォーラム 

参加者：延べ 860 名 

 
a)  10月9日(金) ミズベシンポジウム 

参加者：446名 

魅力ある世界の水辺の事例を一挙公開 ！ 

世界の最新情報をここで聞く！！ 

 

 サンアントニオ，バンコク，パリ，そしてミズベ日本

一の大阪で展開されている先進事例を通して，活動や事

業を支える仕組み，民間活力の導入手法，ミズベをきっ

かけとした，まちの使いこなし方やマネジメント手法な

どを各国がプレゼンテーション．その後，パネリストと

コーディネーターによる水辺を活かしたまちづくりの手

法や各都市の将来展望などについてパネルディスカッ 

 

 

 

 

 

※第1日目 

 

 

 

 

 

 

ションを行った． 

 水辺という資産を活かし，まちを経営するという考え

方を導入し，より広く魅力を享受できる，新しい共有の

しくみづくりが必要という視点が示された． 

b)  10月10日(土) ミズベワークショップ 

参加者：234 名 

国内外のミズベに恋する 

プレイヤー・プロデューサー達が大集結 ！ 

ミズベ愛あふれる水都大阪に学ぶ ！ 

 

 水辺を愛する国内外の活動家や有識者，事業者などミ

ズベに恋するキーマン（トップミズベラー）達がチーム

に分かれてワークショップを開催．活動のきっかけや失

敗談，将来の夢を５つのテーマ（見つける，伝える，設

える，育てる，広げる）で議論した． 

また，淀川に浮かぶ船上会場からの生中継も行った． 

 

 

 

 

 

※第２日目 

 

 

 

 

 

 

 トップミズベラー達による議論の中から，水辺の魅力

アップにつながるアイデアを「水辺アクションブック」

として取りまとめ公表した． （表－１） 

 

 

 

 

 

※水辺の魅力アップアイデア 

 

 

 

 

 

 

c)  10月11日(日) ミズベ未来アクション 

参加者：180 名 

次世代が想い描くミズベの未来のために， 

我々は何をすべきか，バトルトークで決着！ 

関西７大学の学生による水辺への提案も！ 

 

 ３日目は未来のミズベを考えるとして，次世代の学生

写真－６ ミズベワークショップ（第２日目） 

表－１ 水辺の魅力アップアイデア（抜粋） 
[ 見つける] [ 育てる]

■キーマンになる人を見つける ■キーマンの育成
■課題を見つける ■世代を超えた課題の共有
■非日常を見つける ■継続できるアクションを育てる

※キーマンになる人を見つける ※多様な専門家と分業して展開
※水辺の再発見 ※継続できるアクションを育てる

[ 伝える] [ 広げる]

■自分ごとにして伝える ■多世代が参画しやすい状況
■外からの視点を意識する ■既存の仕組みを使った発進
■ターゲットに届く方法で伝える ■経営的視点が重要

※体験につなげる ※一定期間の開催

※ＳＮＳの活用 ※制度の壁を越える

[ 設える]

■気持ちよくたたずめる工夫
■引き算の設え
■今あるものを活かした設え

※今あるものを活かした設え

※地域をつなぐ設え ※「水辺アクションブック」より

写真－５ ミズベシンポジウム（第１日目） 
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たちの提案（第１部）と幅広いフィールドで活躍するパ

ネリストたちが考える未来のミズベについて討論を行っ

た．（第２部） 

 

［第１部］ 

・大学連携・学生発表 

 関西を中心とした建築・都市系７大学の学生達が，

「水」・「アーバンデザイン」・「エリアマネジメン

ト」をテーマに様々な対象地を設定し，未来のミズベの

あり方をダイナミックに提案．それらを有名建築家や行

政担当者，大学講師達が講評を行った． 

 

 

 

 

 

※第３日目 大学連携・学生発表 

 

 

 

 

 

 

［第２部］ 

・基調講演，バトルトーク 

 第２部のバトルトークセッションでは，水辺都市の再

生，観光まちづくりの専門家である橋爪 紳也 氏の基調

講演をきっかけに，ランドスケープデザイン，建築，都

市計画など幅広いフィールドで活躍するパネリスト達が

民間と行政という立場を超え，それぞれが考える水辺の

将来像をぶつけ合うバトルトークを展開した． 

 

 

 

 

 

※第３日目 バトルトーク 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  関連イベント 

a)  ミズベ体験プログラム 

 ミズベリング世界会議の開催に合わせて，淀川や大阪

市内の水辺を体験し満喫でき様々な体験プログラムを展

開した． 

・淀川アーバンキャンプ 2015 

 ～ミズベリング淀川のはじまり～ 

開催日：2015年9月19日（土） 

主 催：大阪商工会議所，共催：淀川河川事務所 

場 所：淀川河川公園十三野草地区 

参加者数：約３００名 

 ミズベリング世界会議のプレイベントとして開催．

淀川活性化の実験事業としてグランピング・キャンプ

やクルーズなど大阪キタの摩天楼（ビル群）を眺めな

がら自然を楽しむイベントを実施した．また，「ミズ

ベリングよどがわ」プロジェクトとしてゲストスピー

カーを迎え，淀川の観光活用に向けたディスカッショ

ンを行った． 

 

 

 

 

 

※淀川アーバンキャンプ 

 

 

 

 

 

 

・限定招待 大阪ナイトクルーズ (2015/10/10,11) 

 八軒家浜から大川（旧淀川）をさかのぼり，淀川 

毛馬閘門までを往復するナイトクルーズを開催．参加

者は水の上を静かに航行することのできる電気船に乗

り，大川に架かる橋のライトアップや水面に映りこむ

まちの夜景を楽しんだ． 

・淀川大堰・毛馬閘門見学会 (2015/10/10,11) 

 参加者に淀川の歴史や，さまざまな治水・防災対策

を紹介するため，普段は見ることができない淀川大堰

や毛馬閘門を体感できる見学会を開催．淀川大堰，毛

馬閘門を見学後，船に乗り毛馬閘門を通って大川 八

軒家浜船着場までの見学ツアーを実施した．  

 

 

 

 

 

※淀川大堰・毛馬閘門見学会 

 

 

 

 

 

 

・淀川舟運イベント 

 舟運社会実験と連携し，淀川の歴史についての解説

写真－７ 大学連携・学生発表（第３日目） 
写真－９ 淀川アーバンキャンプ 2015 

写真－10 淀川大堰・毛馬閘門見学会 

写真－８ バトルトーク（第３日目） 
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や「三十石船唄」を聞きながら，参加者が往時の船旅

に思いをはせ，枚方・八軒家浜間の船旅を楽しめるイ

ベントを開催した． 

・大正リバービレッジ 

 準則特区による河川利活用の実証実験プロジェクト．

水辺の利活用事例として紹介した． 

・中之島漁港／中之島みなと食堂 

 元港湾エリアでの公有地ビジネスによる，２年間限

定のポテンシャルアッププロジェクト．活魚や鮮魚の

販売，海鮮バーベキューが楽しめるスポットとして紹

介した． 

b)  世界河川プロモーション会議 

 ミズベリング世界会議期間中，国内・海外の雑誌編集

者を招き，大阪や日本の河川環境や利活用の状況につい

て知ってもらうため，世界河川プロモーション会議を開

催した．淀川や大阪市内の河川における河川整備や利活

用の取組みなどを紹介し情報提供を行った． 

また，ミズベリング世界会議にも参加し，メディアの視

点や魅力の発見などについて情報提供を行った． 

 

(4)  「ミズベリング世界会議」運営会議 

 ミズベリング世界会議の開催にあたっては，実行委員

会方式による運営委員会を組織し，運営を行った． 
 

 

 

 

 

 

※運営委員会メンバー 

 

 
 
(5)  ミズベリング世界会議の成果と今後の課題 

 ミズベリング世界会議が水辺利用の先進地，大阪で３

日間，延べ860名の参加者を集めて開催出来たこと，そ

して，水辺の新たな使いこなしや魅力づくりのヒントを

全国に発信できたことは，ミズベリングプロジェクトと

して大きな成果であった． 

 今後に向けての課題は，今ある資源や人の繋がりを新

たな形で情報発信するなど，今後の発展に繋げること．

水辺を利活用する人向けだけでなく，水辺を楽しむ人向

けという発想に広げるなどが挙げられる． 

 なお，ミズベリング世界会議の成果は，記録集にまと

め公表している． 

 

■ミズベリング世界会議 記録集 

http://www.kkr.mlit.go.jp/river/kankyou/mizberingp.html 
 

 

4.  近畿における新たな取り組み 

  － ミズベリング世界会議からの挑戦－ 

 

 ミズベリング世界会議では，水辺の利活用や賑わい創

出を進めるための５つのテーマ※について議論され，そ

の議論の中から，水辺の新たな使いこなしや魅力づくり

のヒントが示された． 
ミズベリング世界会議をきっかけとした，水辺とまちが

一体となった美しい景観と新しい賑わいを生み出すため

の新たな取り組みや挑戦が，近畿各地で動き出している． 
※見つける，伝える，設える，育てる，広げる 

 
(1)  淀川水系の挑戦 

・淀川アーバンキャンプ2016 

開催日：2016年9月17日（土）～25日（日） 

場 所：淀川河川公園西中島地区 

 ミズベリング世界会議をきっかけに，今年は水都大

阪フェス2016と本格的に連携し大阪市内の水の回廊エ

リアに対し，淀川本川の西中島エリアから枚方エリア

までを水都広域エリアとして展開する． 

 淀川アーバンキャンプ2016は，開催期間を９月のシ

ルバーウィーク期間（9日間）とし，また．事業者を

民間から公募した．（※29事業者が応募）バーベキュ

ーやキャンプ，各種アクティビティ体験，アウトドア

ツール等の展示販売など27のプログラムを用意．都心

のビル群を臨む，自然豊かな淀川の水辺で，おしゃれ

な都市型アウトドアを満喫できるイベントとして開催

する． 
※テーマ：見つける，育てる，広げる 

 
 さらに，淀川水系では，こうした賑わい創出のための

様々なイベント，取り組みを広く一般の方に知ってもら

うため，「よどがわにぎわいプロジェクト」を進めてい

る．淀川水系における様々なイベントを「ミズベリン

グ」という共通コンセプトのもと紹介・発信する「よど

がわにぎわいカレンダー」を公開している．カレンダー

には近畿地方整備局のイベントだけでなく，地域の活動

団体などが実施するイベントも紹介し，地域の特色にあ

った水辺の利用，賑わい創出をめざしている．  
※テーマ：伝える，広げる 

 

■よどがわにぎわいプロジェクト 
http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/mizbering-yodogawa/ 

 
(2)  九頭竜川水系の挑戦 

 2015年3月の「ミズベリング・越前若狭会議」をきっ

かけに2015年11月，「川TERRACE（テラス）」（主

催：リバビズ大学in日野川流域交流会）が開催された．

福井市内，九頭竜川支川足羽川沿いの通称，浜町通り周

辺の飲食店がワインバーを出店し，ワインやソフトドリ

ミズベリング・プロジェクト事務局

一般社団法人 水都大阪パートナーズ

神戸大学大学院 工学研究科　建築学専攻　特命准教授

大阪商工会議所、全国水都ネットワークフォーラム運営

大阪市立大学大学院 工学研究科都市系専攻 准教授

（株）インプリージョン

ミズベリング世界会議プロデューサー

※敬称略

山名 清隆

佐井 秀樹

福岡 孝則

中村 裕子

嘉名 光市

森 なおみ

忽那 裕樹

事務局：近畿地方整備局　河川部河川環境課

表－２ 「ミズベリング世界会議」運営会議 
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ンク，軽食などを販売．ワインソムリエが接客するなど，

参加者は足羽川の夜景を眺めながらワインを楽しむ社会

実験的なイベントであった． 
そこから，2016年2月28日，浜町通り周辺の飲食店が中

心となって，「浜町足羽川利用促進協議会」が設立され

た．地域の特色を活かした魅力ある水辺の利用をめざし，

現在，改正された河川敷地占用許可準則に基づく足羽川

河川敷の包括的占用に向けた協議が進められている．  
※テーマ：設える，育てる，広げる 

 

 

 

 

 

※包括的占用スキーム例 

 

 

 

 

 

 
 
(3)  大和川水系の挑戦 

 大和川水系には個性豊かなまちが多く，水辺の賑わい

創出について，潜在的にかなりのポテンシャルがある．  
そんな大和川水系で，いま最も期待されているのが，下

流の堺市域である．堺市域では現在，高規格堤防整備事

業と一体となった土地区画整理事業が進められている．

新たなまちづくりに合わせ，かわまちづくり支援制度を 
 

 

 

 

 

※意見交換会 

 

 

 

 

 

 

活用した水辺の賑わい創出をめざしている． 
注目したのは，自転車である． 
堺市は，自転車との関わりが深く，「自転車のまち堺」

を謳っている． そこで自転車を活用した水辺からのま

ちづくりについて，自治会や市民団体，企業などと意見

交換会を行っている． 
市民団体からは，大和川水系を自転車道でつなぐアイデ

アが出されるなど，水辺の利活用について期待が広がっ

ている． 
※テーマ：見つける，設える，広げる 

 

 

5.  まとめ 

 ミズベリング世界会議では，水辺からのアクションが

まちの使いこなしを広げ，やがて，住まい訪れる人々の

愛着と誇りにつながること．そして，水辺の新たな使い

こなしを支えて，魅力をつくり，次世代に引き継がれて

いくことを確認した． 
 「水辺とまちの未来創造プロジェクト」がめざした思

い，水辺空間の賢い利用や市民を巻き込んだ取り組みは，

ミズベリング世界会議を経て近畿各地へ，そして全国へ

と引き継がれている． 
 
 次は河川管理者の番だ． 
市民や企業，そして行政が三位一体となったとき，水辺

とまちが一体となった美しい景観，新しい賑わいを生み

出すことができる． 
地域と共に水辺の賑わい創出をめざす． 
 いま，全国のミズベから，挑戦が始まっている． 
 

以上 
 
 
 本論文は著者の前任地である，近畿地方整備局 河川

環境課での成果を取りまとめたものである． 

 

 

謝辞：本論文作成にあたり，その趣旨を理解し内容の確

認など快く協力していただいた各団体の皆様に心から感

謝申し上げます．本当にありがとうございました． 

 

図－２ 包括的占用スキーム例 

写真－12 市民団体との意見交換会 
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周辺のまちづくりと連携した治水事業の推進 

～水辺から地域活性化～ 

 

品治 幸1・田熊 英子2・千野 貴彦3 

 
123中国地方整備局 岡山河川事務所 調査設計課（〒700-0914 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号） 

 

 岡山城・岡山後楽園周辺の旭川は，都市に居ながらにして歴史・文化・自然を感じることの

出来る水辺空間でありイベント時には多くの人々が訪れ賑わうが，日常的な市民利用が少ない

という課題がある．岡山河川事務所では，河川整備計画に位置づけられている整備区間におい

て，水辺の回遊性向上と水辺の魅力を活かした賑わいの拠点創出を図る堤防護岸整備等のハー

ド施策とミズベリング等市民参画を促すソフト施策により，岡山城・岡山後楽園周辺の旭川を

中心とした賑わいの拠点づくりに取り組んでいる． 

 

キーワード ミズベリング，まちづくり，市民参画  

 

 

1．  背景 

 旭川は，岡山県の中央部に位置し，その源を真庭市蒜

山(ひるぜん)の朝鍋鷲ヶ山(あさなべわしがせん)に発し，

途中，百間川を分派した後，岡山市の中心部を流れ児島

湾に注ぐ一級河川である． 

烏城(うじょう)で知られる岡山城とその城下町は江戸

時代に旭川に沿って形成され，現在に至るまで，この地

域の社会・経済・文化の基盤を形成している． 

岡山城から旭川を挟んで日本三名園「岡山後楽園」が

位置している．岡山城・岡山後楽園周辺の旭川は，岡山

駅から東に1kmに位置しており，都市に居ながらにして

歴史・文化・自然を感じることができる水辺空間である． 

 

 

図-1 岡山城・岡山後楽園周辺の旭川 

 

 

2． 現状と課題 

 

(1) 現状 

岡山城・岡山後楽園周辺の旭川において，旭川の低水

路を活用した「カヌー駅伝大会」や「旭川遠泳」が毎年

開催され，市民による河川利用がなされている． 

また，岡山後楽園の東側に約1.3kmに連なって旭川の

堤防に植えられたソメイヨシノ並木は「旭川さくらみ

ち」の愛称で親しまれており，3月下旬から4月上旬にか

けて開催される「岡山さくらカーニバル」には毎年10万

人前後の市民が訪れ，賑わいをみせる．岡山城から下流

に約1.3kmの西中島地先の河原では毎年8月上旬におかや

ま桃太郎まつり納涼花火大会が開催され，毎年20万人前

後の観客で賑わう． 

 

 

図-2 カヌー駅伝の様子 

別紙―３ 

石山公園 
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図-3 岡山さくらカーニバルの様子 

さらに，近年，岡山城では「烏城灯源郷」，岡山後楽

園では「幻想庭園」と銘打ったライトアップイベントを

共同して開催しており，岡山城・岡山後楽園の入場者数

は増加傾向にある． 

また，岡山城から約0.5km下流の河川敷では，約100軒

の出展テントがたつ「京橋朝市」が市民の手によって開

かれており，毎月一度の恒例行事となっている．岡山城

から上流約0.2kmに位置する石山公園は旭川に面した岡

山市管理の公園施設であり，マルシェ，ヨガ，アート展

示等の週末のイベントに頻繁に利用され，賑わっている． 

 

(2) 課題 

 イベント時には多くの人々が訪れ賑わう岡山城・岡山

後楽園周辺の旭川だが，中心市街地から近いにも関わら

ず日常的な利用者が少ないという現状がある．特に河川

管理区間に目を向けると，低水護岸にアクセスするには

スロープ一箇所と急な階段が設置されているだけで，水

辺へのアクセスが不便な堤防構造だ．また，捨て石の低

水護岸となっている通称「水辺の回廊」は一部間詰めが

施されているものの，凸凹であり必ずしも快適な歩行空

間が整備されているとはいえず，水辺の活用を促そうと

いえども，水辺の回遊性が低いという課題がある． 

 

 

図-4 急な階段 

 

図-5 水辺の回廊の様子 

 

3． 課題に対する解決策 

 

(1) 岡山市と協働した施策の発表 

 旭川周辺の堤防は河川整備計画の改修事業の対象区間

に位置づけられている．歴史・文化・自然が感じられ，

岡山市を代表する場所であることから，広く市民や有識

者の意見を取り入れた整備が求められる．   

一方，岡山市は「笑顔あふれる中心市街地の創出」を

目指して中心市街地活性化に取り組んでおり，岡山中心

市街地全体へ人の流れを生み出す「回遊性の向上と賑わ

いづくり」をキーワードに整備を進めている．そこで，

岡山城・岡山後楽園周辺の旭川を中心とした賑わいの拠

点づくりに向けて，岡山河川事務所と岡山市が連携して

ハード・ソフト施策に取り組むことを「集う・憩う・楽

しむ水辺－旭川再生！」と銘打ち2014年11月13日に共同

で記者発表した． 

 

○岡山河川事務所の取り組みメニュー

出石地区

内山下地区
さくらみち

石山公園
（ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ等）

水辺の
回遊路

①出石、内山下地区護岸、スロープ整備
②水辺の回遊路整備
③岡山城東側遊歩道の歩行性向上
④旭川界隈お散歩マップ（仮称）の作成
⑤石山公園のリニューアル整備
⑥オープンカフェの実施
⑦ももちゃりポートの設置
⑧案内看板等の設置
⑨ゴミ拾い、除草等美化活動
⑩河川や石山公園を活用した定期的な
イベント開催

※黒字は国土交通省取組内容、青字は岡山市取組内容、
赤字は国と市の協働取組を示す。

旭川右岸

①

②

③

⑤

⑪⑫

⑬

⑦
⑥

⑧

⑧
⑧

⑭

⑭

⑩

岡山城後楽園

岡山
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ

岡山県立
図書館

ｵﾘｴﾝﾄ
美術館

岡山
市民会館

岡山県庁

林原
美術館

県立
美術館

天神山
文化ﾌﾟﾗｻﾞ

新
鶴
見
橋

相
生
橋

旭 川

鶴
見
橋

①

⑪さくらみち護岸、スロープ整備
⑫水辺（河川敷）の遊歩道整備
⑬堤防上の歩道整備
⑭案内看板等の設置

旭川左岸

【凡 例】

電 停

バス停

ももちゃりポート

歩行者
案内看板

城下(岡山城・岡山後楽園口)

既存の階段・
スロープ

既存の階段

既存のスロープ

図-6 「集う・憩う・楽しむ水辺－旭川再生！」の取組内容 
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岡山河川事務所が取組むハード施策として，旭川右岸

では，無堤区間の堤防護岸整備と合わせ水際部にアクセ

スするスロープを設置し，捨石の低水護岸である水辺の

回廊については歩行性向上のための改良整備を行う．そ

して旭川左岸では，老朽化した桜を植え替え可能にする

ための旭川さくらみちの堤防護岸整備と合わせてスロー

プを設置する．これらの取組により，水辺の回遊性の向

上と水辺の魅力を活かした賑わいの拠点創出を図るとい

う内容である． 

 

 

図-7 旭川右岸の出石区の整備イメージ 

 

これに加えて，岡山市の取組みとして，利用しやすい

空間づくりを目的とした石山公園のリニューアル，水辺

の見えるオープンカフェの常設を目指すこと等がある． 

また，岡山河川事務所と岡山市協働の取組みとして，

河川や石山公園を活用した定期的なイベントの開催も盛

り込まれた． 

 

(2) 戦略会議の発足 

「集う・憩う・楽しむ水辺－旭川再生！」の具体化に

向け，2015年5月28日，地域の経済界や大学，関係行政

機関が共同で，旭川の水辺の利活用や岡山後楽園，岡山

城周辺を中心としたまちづくり，それらと連携した旭川

全体にわたる川づくり等について意見交換を行い，今後

の河川整備やまちづくりに資する旭川の水辺再生戦略を

検討するため，｢岡山市中心部における旭川水辺空間再

生に向けた戦略会議｣（略称：旭川水辺再生戦略会議）

を発足した．メンバーは，岡山市長，岡山商工会議所会

頭，岡山大学副学長，岡山県土木部長，岡山河川事務所

事務所長の5名である． 

初回の会議では，岡山城・後楽園周辺の旭川の現状と

課題が報告され，共同発表による取組を進めるだけでな

く，河川や石山公園を活用したイベントの開催時に実際

に旭川の水辺を活用した上での意見やアイデアを市民よ

り聴取し，今後のハード・ソフト施策に活かすことで，

安全・安心な市民の憩い空間，岡山後楽園・岡山城と一

体となった魅力ある空間としての旭川再生を目指す方針

が決定した． 

 

(3) 市民参画のための取組 

 「ミズベリング・プロジェクト」はかつての賑わいを

失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性の創造

を目的として全国で展開している．プロジェクトの一環

として，市民や企業，行政等の肩書き関係なく自由に水

辺について考える「ミズベリング会議」が全国各地で開

催されている．まずは旭川に関心を持ってもらい，親し

んでもらい，そして岡山城・岡山後楽園周辺の旭川を中

心とした賑わいの拠点づくりについて考えることを目的

に，2015年10月31日に「ミズベリング岡山旭川」を開催

した． 

 主催として「ミズベリング岡山旭川実行委員会」を立

ち上げた．旭川水辺再生戦略会議構成機関（岡山市，岡

山県，岡山河川事務所，岡山商工会議所，岡山大学）に

加え，旭川を活用したカヌー駅伝を主催されている岡山

カヌークラブ，石山公園周辺を活用したイベントを多数

主催されているNPO法人ENNOVAOKAYAMA等で構成

し，河川や公園等の整備・管理を担う行政機関だけでな

く，利活用する立場の団体，民間企業等の意見を取り入

れながら運営できる体制とした． 

 まずは，旭川に関心を持って頂き，水辺を活用して楽

しんで頂くために，岡山城を眺めながらのカヌー体験と

石山公園での「パークマーケット」を開催し，1,000人

を超える多くの市民にご参加いただいた．  

 

 

図-8 カヌー体験の様子 

 

図-9 パークマーケットの様子 

 

 また，旭川の魅力を再発見し，水辺の活用の可能性に
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ついて考えて頂くため，ワークショップに先立って旭川

周辺のチェックポイントを巡りながら散策する「旭川か

わまちウォーク」を岡山商工会議所，岡山市と共同で開

催した． 

 

 

図-10 かわまちウォークの様子 

 

ワークショップは，近隣大学の留学生含む学生や岡山

城・岡山後楽園周辺の旭川を中心とした賑わいの拠点づ

くりについて興味を持つ岡山市内在住の方を中心に約60

名にご参加いただいた．ブレインストーミング形式で実

施し，約250のアイデアを頂いた． 

 

 
図-11 ワークショップの様子 

 

 アイデアは，堤防整備等のハード施策に関するものと，

イベント開催により日常のにぎわいを創出するソフト施

策の2つに分けられる． 

 ハード施策に関連したアイデアは，大きく分類すると，

ベンチや木陰のある場所の増設，カフェ等の休憩場所の

設置，階段・スロープの設置，水辺の回廊の歩行性改善，

わかりやすい案内看板の設置であった． 

 ソフト施策に関連したアイデアは，水辺でのイベント

の開催が多く，近隣の図書館や美術館と共同での本やア

ートのイベントや，レジャーシートだけでできるお昼寝

サミット，大人の告白イベント，ナイトマーケットやジ

ンギスカン大会等，水辺を活用した大胆でユニークなも

のであった． 

 

 

図-12 ワークショップで出されたアイデアの例 

 

(4) 事前・事後の多様な広報 

 旭川の水辺について幅広い層の市民に関心を持っても

らうため，実行委員会のメンバーと協働でイベント実施

前と実施後に多様な広報を実施した． 

 イベント開催前は，チラシ，ポスター，広報誌（市，

商工会議所），ホームページ7団体，おかやまシティFM

レディモモ，報道機関への投げ込み，専用WEBページ

の設置により，実行委員会に所属している各団体による

広報を行った． 

 

 

図-13 ミズベリング岡山旭川の専用WEBページ 

 

 イベント実施後には，岡山市広報誌（28万部発行）の

表紙として掲載，岡山商工会議所の会報（6,292社）の

特集記事，専用WEBページでの実施報告の掲載を行っ

た． 
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図-14 岡山市の広報誌の表紙
1)
 

 

 

4． 取組後の評価 

 

 水辺の回遊性に寄与する堤防整備，緩やかなスロー

プ・階段の設置，水辺カフェの増設等，「集う・憩う・

楽しむ水辺－旭川再生！」の取組内容が市民の方々に求

められていることが確認された．今回いただいた率直な

ご意見を参考にしながら，引き続き，周辺の景観や，水

辺の回遊性向上を目指した堤防整備を進めていきたい． 

 一方で，日常的な賑わいの創出のためのイベントに関

するアイデアを多数頂き，市民の方々が旭川に抱く期待

が感じらた． 

 また，「ミズベリング岡山旭川」の当日はカヌー体験

やパークマーケットにより旭川の水辺は賑わったが，実

行委員会が手を動かし，支援を行っての実施であった．

岡山城・岡山後楽園周辺の旭川の水辺において，今後ま

すます賑わいを創出するためには，市民団体や民間企業

等が主体となり，行政が後方支援を行う体制が必要と考

えられる． 

 

 

5． 今後の課題とその改善方策 

 

(1) ハード施策について 

 2016年1月20日に開催された第2回旭川水辺再生戦略会

議では，今後もミズベリング等のにぎわい創出イベント

を継続するとともに，各機関が連携・協働して，岡山

城・岡山後楽園周辺のにぎわいの拠点づくりに取り組む

ことを「旭川水辺再生戦略」と位置付け，概ね2019年度

までに集中的に取り組む方針が取り決められた． 

 具体的な取組として，旭川さくらみちでは，2014年か

ら工事着手しており，2017年度完成を目途に，全区間で

の桜の保全・植え替えが可能となる堤防護岸整備や歩道

整備を実施していく．旭川右岸の無堤区間である出石地

区については周辺の環境に配慮した堤防護岸とし，概ね

2018年度の完成を目指す．水辺の回廊については，歩行

性向上のための改良整備による回遊性の向上と親水性の

向上を目指し，具体的整備に向けて検討会を立ち上げ議

論していく予定であり，2016年度以降の旭川かわまちづ

くり計画に位置づける予定である． 

 

(2) ソフト施策について 

 ミズベリング岡山旭川のワークショップでは，水辺を

活用したユニークなイベントが多く提案され，旭川に抱

く市民の期待が感じられた．また，岡山市協働のまちづ

くり条例が改正され，市民協働の気風が高まっていると

いう背景もあり，「水辺で何かやってみたい」と思って

いる地域の方々が実際に「試す」イベントとして，2016

年10月に「ミズベリング岡山旭川2016」を開催すること

にした．2015年に開催した第1回と同様に石山公園を中

心とした実行員会主体の企画を行うだけでなく，企業，

団体，個人問わず市民に広くイベントを公募し，同日に

実施する．市民に公募するイベントは，企画，準備，実

施に至るまで応募者が実施することとしている． 

このねらいは，イベントを企画した方，イベントに参

加した方，事前・事後の広報により知った方等が旭川に

関心を持ち，水辺の活用についてイメージを持ち，将来

的に活用の主体となることである．また，応募イベント

の審査は，河川法等に照らすことや実現性だけでなく，

新規性の観点からも行う． 

新しい試みを実際に試すことにより，得られる意見や

アイデアが，今後のハード・ソフト施策の参考となり，

岡山城・岡山後楽園周辺の旭川を中心とした賑わいの拠

点づくりに寄与することを期待している． 

 

参考文献 

1) 岡山市：「市民のひろばおかやま」2015年12月号 
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中城湾港における地域協働の取り組みについて

平良 宗孝1・野瀬 晴生2

1沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所（〒904-2162 沖縄県沖縄市海邦町3-25）

2沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所（〒904-2162 沖縄県沖縄市海邦町3-25）.

那覇港湾・空港整備事務所では，中城湾港新港地区国際物流ターミナル整備事業において泊

地の浚渫等を行っている．本事業で発生する土砂は，泡瀬地区の土砂処分場に投入している．

この造成した土地は，沖縄市の東部海浜開発事業の用地として有効活用される計画である．

本事業は，地域住民の期待も大きく，事業者として完了後の活用には，地域が継続的に関わ

るものにしたいと考えている．このことを検討するため，地域協働のワークショップを開催し

ている．この中で，周辺環境の保全と利用に関するルールや周辺環境の魅力を発信するパンフ

レットを作成している．また，体験学習としてスノーケリング教室を実施した．

キーワード 活用，継続的，地域協働，ワークショップ

1. はじめに

中城湾港は，沖縄本島中南部の東海岸に位置している．

本港の新港地区には，多くの物作り企業が立地してい

るものの，そのほとんどが西海岸に位置する那覇港から

出荷している状況にある．この輸送コスト削減等を目指

して，那覇港湾・空港整備事務所では，中城湾港新港地

区国際物流ターミナル整備事業において泊地の浚渫等を

行っている．

本事業で発生する土砂は，沖縄市に位置する泡瀬地区

の土砂処分場に投入している．

これにより造成した土地は，沖縄市の東部海浜開発事

業の用地として有効活用される計画である．

また，泡瀬地区は干潟を中心とした自然環境が広がっ

ており，毎年春先になると地域住民による潮干狩り等が

行われている．

0

1 1

4

6

中城湾港那覇港 ●

沖縄市◎

図-1 沖縄本島における中城湾港の位置

泡瀬地区

新港地区

浚渫土砂は
海上運搬

図-2 中城湾港における泡瀬地区と新港地区の位置

図-3 泡瀬干潟の様子
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2. 事業後の土地利用計画

事業後の土地利用について，沖縄市は，東部海浜事業

と題し，以下４つのコンセプトをもとに，国際文化観光

都市の実現を目指したスポーツコンベンション拠点の形

成という計画を立てている．

・沖縄市の最も優位な資源であるスポーツや文化芸能

を最大限に活用

・スポーツを中心とした商業や宿泊，海洋レジャーな

どを展開

・県民，市民，観光客，スポーツ競技者を集客

・新たな就業の場，健康づくり，未病対策の場を創出

この計画にある環境学習センター，人工ビーチ，マリ

ーナ，観光船・小型船だまりについては，港湾管理者で

ある沖縄県が整備を進めている．

3. 事業後を見据えた２つの取り組み

(1) 活用方法を地域と協働で考えるワークショップ

本事業は，地域住民の期待も大きいことから，事業者

として完了後の活用には，地域が大きく且つ継続的に関

わるものにしたいと考えている．

この継続的な地域の関わりを具体的に検討するため，

泡瀬地区周辺にある１１の自治会，２つの漁業協同組合，

環境の保全や利用に関する２名の専門家及び関係自治体

の沖縄県，沖縄市，当局からなる地域協働のワークショ

ップを開催している．

図-5 沖縄県が進める環境学習センターのイメージ

図-6 ワークショップの様子

図-4 沖縄市による土地利用計画の概要
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(2) 将来を担う子供たちへの広報活動

当出張所では，将来を担う子供たちへの広報活動とし

て，沖縄市の小学生を対象に，本事業の必要性や周辺環

境に配慮した工事方法等の概要説明を行うとともに，タ

ッチプールや遠隔操作無人探査機を用いた周辺生物の観

察や，工事が周辺環境に与える影響を監視する際の環境

調査に関する体験学習として簡易検査キットを用いたＣ

ＯＤ（化学的酸素要求量）の測定や透視度計を用いた測

定を行っている．

また，沖縄市も地元小学生を対象に干潟観察会を行っ

ている．

図-7 沖縄市小学生への事業説明

図-8 タッチプールを用いた生物観察

図-9 沖縄市主催の干潟観察会

4. ワークショップの検討内容

本ワークショップは，平成２５年度から開催しており，

はじめに，事業後の利用・活用について意見交換を行っ

た．その結果は主に以下の３つであった．

①環境の保全に努めていきたい．

②地域及び来訪者が安全に利用するためのルールを作り

たい．

③干潟を含む人工島エリアの魅力発掘・情報発信を行い

たい．

この３つをもとに，以下の取り組みを進めている．

(1) ルールづくり

「①環境の保全に努めていきたい」及び「②地域及

び来訪者が安全に利用するためのルールを作りたい」に

対応するもので，環境の保全については，「動植物を持

ち込まないようにしましょう」といった生態系への影響

を考慮したもの等としている．

安全については，「転石での滑りや，深掘部への転

落に注意しましょう」といった現地条件を考慮したもの

等としている．

また，「漁業活動を妨げないようにしましょう」と

いったレクレーションと漁業資源の関係を考慮したもの

等も盛り込んでいる．

保全・利用の心得（案）
（１）自然環境への配慮

１）ゴミは持ち帰りましょう
２）野生生物を持ち帰ったり、野鳥を驚かせるのは

やめましょう
３）動植物を持ち込まないようにしましょう

（２）安全の確保
１）事前に潮位や気象を把握しましょう
２）危険生物に十分、気を付け、触れたり、近づい

たりしないようにしましょう
３）転石での滑りや、深掘部への転落に注意しまし

ょう
４）干潟を利用するには適した服装や履き物を身に

つけましょう
（３）地域とともに

１）地域の方々の迷惑になるような駐輪・駐車はや
ましょう

２）地域の祭事や伝統には敬意を払い、妨げないよ
うに行動しましょう

３）漁業との共存を図り、漁業活動を妨げないよう
にしましょう

埋立地

深掘部

干潟

図-10 ルールの概要
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(2) パンフレットづくり

「①環境の保全に努めていきたい」及び「③干潟を含

む人工島エリアの魅力発掘・情報発信を行いたい」に対

応するもので，パンフレットの内容は，干潟周辺で行わ

れる祭事や生息する希少な生き物に関する情報，渡り鳥

が多くみられる場所であることから鳥類に関する情報等

としている．

平成２７年度には，当出張所で行った将来を担う子供

たちへの広報活動として沖縄市の小学生を対象にした学

習会の中で使用し，「埋め立てをすると生き物はどうな

の？」等の環境と開発に関する質問もあり，本事業へ関

心をもってくれたと実感している．

図-11 パンフレットの概要

(3) 人工島の活用に向けた試験的運用

「③干潟を含む人工島エリアの魅力発掘・情報発信を

行いたい」に対応したもので，平成２７年度には，海の

日に合わせた人工島でのイベント（沖縄市主導）におい

て，スノーケリング体験教室を実施した．人工島周辺で

多くの生物がみられスノーケリングの場としての可能性

を確認することができた．

図-12 海の日に合わせた人工島でのイベント

図-13 スノーケルリング体験教室の様子

5. まとめ・今後の課題

ルールとパンフレットについて，地域の実情を踏まえ

た内容のものができつつあると感じている．

今後，ルールについては，周知方法や罰則規定など行

政的な取り扱いも含めて，関係者と検討を進めていきた

い．試験的運用については，他のバリエーションや運営

側に地域の方々を含めたものを実施していきたい．

本取組の中心となるワークショップにおいて，当初は，

地域からの意見がなかなか出されなかった．そこで，視

察や沖縄県内で活動する環境の保全や利用に関する専門

家に参加頂き，実体験を聞かせて頂いた．これにより，

地域の生活と密着した意見が出るようになった．この点

が本取組を進める上で，うまくいった点だと感じている．

最後に，今年のワークショップにおいて，人工島を利

用・活用した取り組みを進めるには地域の組織が必要と

の意見も出ている．本土地利用計画に人工ビーチや環境

学習センターがある．この管理や運営，また港湾協力団

体の活動等，この組織が行うことができれば本事業と地

域の関わりが継続的になると期待される．
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地域防災、防災学習への取り組み 
～真室川災害から40年を契機として～ 

 
 

土岐 範彦1・鴫原 吉隆2 
 

1東北地方整備局 新庄河川事務所 （〒996-0071 山形県新庄市小田島町5-55） 

 

 昭和50年8月6日真室川町の3分1を濁流が襲い甚大な被害が発生した真室川災害から40年を迎

え、薄れつつある被害の記憶や防災意識を踏まえて「悲惨な災害の記憶を風化させない」「後

世に伝承していく」「住民の防災意識を高める」ことを念頭に「防災への取り組み」「災害時

の対応」「災害の教訓」などを自らが考え行動するために真室川町や地域住民と連携して新庄

河川事務所が展開した防災学習、地域防災の取り組みを紹介するものである。 
 

キーワード 地域防災，防災学習，災害の記憶，ハザードマップ  
 

 

1.  はじめに 

 真室川災害は、昭和50年8月6日に最上川支川鮭川上流

域の山地部で時間雨量60mmを超える雨が3時間以上も降

り続き、それらが町中心部を流れる真室川に一気に押し

寄せ、町中心部に架かる新橋付近で越流し、真室川町の

3分の1が濁流に呑み込まれるなど死者、行方不明者5名、

家屋の全半壊115戸、被害総額99億円に及ぶ甚大な災害

に見舞われた。また、山間部では、この雨により土砂災

害が発生し真室川町大滝地区では大滝駅に臨時停車して

いた列車を土石流が襲うという災害が発生している。 

この災害を契機に新たに創設された「激甚災害対策特

別緊急事業」により復旧事業が行われ、砂防事業におい

ては、直轄砂防事業施行区域に編入し昭和53年度から直

轄砂防事業に着手している。 

この真室川災害から40年を迎え、「悲惨な災害の記憶

を風化させない」「後世に伝承していく」「住民の防災

意識を高める」ことを念頭に真室川町や地域住民と連携

して事務所が展開した取り組みを紹介するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1  新橋が流出 

 

図-1  位置図 

 

 

写真-2  大滝駅に停車中の列車を土石流が襲う 

真室川町役場 

真
室
川

金
山
川

- 340 -



2.  災害の記憶を次世代に伝える 

 

 被災経験を次世代に伝え災害の記憶を風化させない。

そして、これを教訓として次世代の「防災力」や「防災

意識」を高めることを目的に真室川町内にある真室川小

学校で防災学習を実施した。学習対象は3年生以上とし、

効果を高めるために、対象となる学年毎に内容を変えて

実施した。特に4年生には学習のまとめとして壁新聞の

制作を行った。実施日、対象学年、実施内容は以下のと

おりである。 

 

実施日 対象学年 実施内容

H27年5月14日 3,4年生 災害体験談及び記録ビデオ学習

H27年6月18日 5年生 真室川災害からの取り組み

H27年6月25日 4年生 被災箇所及び遺構の現地見学

H27年7月2日 6年生 土石流模型実験と防災施設の見学

H27年9月～10月 4年生 学校新聞の制作  

図-2  実施内容 

 

 

写真-3  3年生、4年生 

 

 

写真-4  5年生 

 

 

写真-5  4年生 

 

 

写真-6  6年生 

 

 土石流模型実験を実施した6年生からは、 

「施設の有無で被害の違いにびっくり」 

「施設があることで土砂による被害が減るのがわかっ

た」といった「施設」の必要性を感じた声が多くあった。 

 記憶を風化させないためには、引き続き取り組んで行

くことが重要である。 

 

 

図-3  祖父母に聞き取りしながらまとめた学校新聞 

 
 

大滝駅に停車中の列車を土石流が襲う。 
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3.  住民の防災意識を高める 

 

 現在、施設整備（ハード対策）を進めているが、全て

の災害を施設で対応することは困難である。そのため住

民自らが自然災害の危険性を自覚して「いざ」という時

の自主行動と対応が速やかにできるように、「まるごと

里ごとハザードマップ」の作成に取り組んだ。ハザード

マップ作成までの流れは以下のとおり。 

 

 

図-4  ハザードマップ作成までの流れ 

 

(1)   地区趣旨説明  

説明会を開催し地区の方々へ趣旨説明を行った。 

 

写真-7  説明会の様子 

 

(2)   まち歩き  

避難場所になる箇所、土砂災害警戒区域指定箇所、過

去の災害箇所や危険箇所の確認をするとともに、避難誘

導の標識設置最適箇所の選定などを行った。 

 

写真-8  まち歩きの様子 

 

(3)   図上検討（ＤＩＧ）  

まち歩きでチェックした場所、避難時注意事項、緊急

避難所などを住民が話し合いながら地図上に落とし込み

を行った。 

 

写真-9  図所検討の様子 

 

(4)   ハザードマップ作成 

図上検討の情報を元に避難経路図、土砂災害の前兆現

象、情報の伝達方法が入ったマップを作成し全戸に配布

した。 

 

 

図-5  ハザードマップ 

 

(5)   避難誘導標識設置 

避難所、緊急避難所への誘導に効果的な箇所に設置 

 

 

写真-10  標識設置の様子 

 

- 342 -



(6)   訓練・周知 

避難訓練を実施し、訓練後に住民へマップの説明と活

用について周知した。 

 

写真-11  避難訓練後に行ったマップ説明の様子 

 

(7)   地元の声 

ハザードマップ作成にあたり地区には下記の声があっ

た。 

a) ハザードマップ作成前  

「地元だけでマップを作るのは難しい」 

「土砂災害を考えると安全な避難場所を設定することが

難しい」 

「危険と考えられる場所を地元の住民と行政が一緒に見

て回るのは良い」 

 

b) ハザードマップ完成後  

「ハザードマップを参考に防災を考えていきたい」 

「訓練もやっていきたい」 

作成前は不安もあったと思うが、完成後には前向きな

意見が聞こえてきました。 

 

(8)   今後の展開 

 この取り組みは、地域住民が40年前の出来事を振り返

るとともに、災害時にどう行動するか自ら考え、話し合

いながら避難経路図を取りまとめたことで、各種情報の

意味や自主防災を考えるきっかけになった。 

 ハザードマップの完成で、今後はハザードマップをど

う活用し、地域としての防災意識を高めていくかが求め

られる。また、このハザードマップ作成ノウハウを多く

の自治体に共有することで多くの地区へ展開されること

が望まれる。 

 

 

4.  悲惨な災害の記憶を風化させない 

 真室川災害の記憶を風化させないために、7月～9月に

かけて新庄河川事務所管内の最上川流域市町村内で巡回

パネル展を開催した。また、「真室川災害」時の写真や

映像などの記録を収集し10分程度のDVDを制作した。 

巡回パネル展では、貴重な災害資料の展示だけでなく

映像を併せて上映することにより、昔あった災害のこと、

被災後の状況、被災からの復旧など「災害の記憶」をよ

り効果的に広く知らせることが出来たと考えている。 

 

 
写真-12  巡回パネル展の様子（真室川町） 

 

実施自治体

H27年7月23日 ～ H27年7月31日 戸沢村

H27年7月31日 ～ H27年8月7日 大蔵村

H27年8月7日 ～ H27年8月20日 大石田町

H27年8月20日 ～ H27年8月27日 尾花沢市

H27年8月27日 ～ H27年9月2日 鮭川村

H27年9月2日 ～ H27年9月8日 真室川町

H27年9月8日 ～ H27年9月14日 新庄市

H27年9月14日 ～ H27年9月18日 金山町

実施期間

 

図-5  各自治体の実施日程 

 

 

5.  おわりに 

 今回、「悲惨な災害の記憶を風化させない」「後世に

伝承していく」「住民の防災意識を高める」ということ

を念頭に真室川町や地域住民と連携しながら各種の取り

組みを行った。その結果、夕方のニュース番組で「真室

川災害・記憶と教訓」という６分程の特集が組まれ「ハ

ザードマップ」、「防災学習」が取り上げられた。 

このニュースの最後に「砂防対策やハザードマップ作

成などハードとソフト両面での備え そして、いざとい

う時を見据えた住民の防災意識の向上 どんなに時がた

とうとも世代を超えて受け継ぐべき課題です」というコ

メントで締められた。当事務所が真室川災害から40年を

契機として取り組んできた課題をこの放送を通じて多く

の方に「防災への取り組み」「災害時の対応」「教訓」

など防災の重要性に目を向けさせる機会となったと考え

ている。 

今後もいろいろな節目をみつけ『忘れてはならない教

訓』として各種取り組みを展開していきたいと考えてい

る。 
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官庁施設におけるユニバーサルデザインの 

取組と情報発信について 
 

 

服部 駿太1 

 
 1営繕部 保全指導・監督室 （〒950－8801  新潟市中央区美咲町1-1-1） 

 

 

 営繕部が整備する官庁施設において，高齢者・障がい者等を含むすべての人が、安全に、安心して、円

滑かつ快適に利用できるユニバーサルデザインを目指し、施設整備等を行っている．しかし，実際に利用

される方への周知が課題として挙げられ，広く情報発信していく必要がある．今回，情報発信のために取

り組んだ事例を報告するとともに，今後の更なる取組について検討したことを報告する． 

 

キーワード ユニバーサルデザイン，情報発信，見える化 

 

 

1. はじめに 

「いろいろな設備があるが，“有ること”を障がい者

に周知する努力が必要．」これは，新潟美咲合同庁舎2

号館の完成後に，ユニバーサルデザイン診断を実施した

際に出た，当日モニターとして参加された方からの声で

ある． 

そもそも，まずユニバーサルデザインとは，1990年に

制定されたアメリカ連邦法の「障がいのある人や高齢者

の環境・製品・サービスなどの利用権を保証するADA

法」をきっかけとした，障がい者にとってのバリアを解

消するだけではなく，誰にとっても使いやすいデザイン

にしていこうとする考え方の運動が始まりである． 

国土交通省では，平成17年7月に「ユニバーサルデザ

イン政策大綱」を，平成18年3月に「官庁施設のユニバ

ーサルデザインに関する基準」を制定している．建築物

のバリアフリー関連法令等において求められる内容を満

たすのみではなく，地域住民を含めた施設利用者等から

意見聴取を行うユニバーサルデザインレビューの実施，

地方公共団体等との連携による周辺地域との一体的なバ

リアフリー化の実施などが行われている．ここで，この

基準において，ユニバーサルデザインとは，「障害の有

無，年齢，性別，言語等にかかわらず多様な人々が利用

しやすいように施設や生活環境をデザインすること」を

いう． 

近年，営繕部において，庁舎のユニバーサルデザイン

の施設整備は行われているが，冒頭のモニターの方から

のとおり，H26年度に実施した完成施設レビューにおい

て，障がい者団体等から情報発信に関する要望をいただ

いている。また，庁舎完成からこれまでの間，庁舎のバ

リアフリー情報については管理官署のホームページに

「設備一覧表」が掲載されている程度であった．そのた

め，ユニバーサルデザインの取組が周知されているとは

言い難い状況となっており，情報発信への取組が課題と

なっている． 

本論文では，まず，施設整備にあたり実施した取組を

紹介し，その後，それらの取組の情報発信に対する課題

への取組について報告する． 

 

2. ユニバーサルデザインレビューの実施 

国及び地方公共団体等において，ユニバーサルデザイ

ンの考え方を導入したガイドライン等を作成する等の動

きがでてきていた． 

このような状況の中で，営繕部では，より利用しやす

い施設の整備を目指し，施設整備の各段階において行う，

ユニバーサルデザインレビューの実施を行った． 

ユニバーサルデザインレビューとは，「ユニバーサル

デザインの視点に立ったニーズの把握，解決策の検討，

評価並びにフィードバックのプロセスをいう」と定義さ

れている． 

(1)   対象施設 

図-1～図-3の3施設について，実施した． 

(2)   診断方法及び結果 

対象となった3施設のうち新潟美咲合同庁舎2号館を中

心に説明する．ユニバーサルデザインレビューの簡単な

流れとして，図-4に示すように，①ユニバーサルデザイ

ン検討会を行う，②ユニバーサルデザイン診断を行う． 

まず，①の検討会では，障がい者の方や有識者，行政 

関係者に参加して頂き，下記の点について話し合いを行 
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図-1  新潟美咲合同庁舎1号館 

新潟美咲合同庁舎1号館 

 

竣工    2005年9月 

規模    SRC－8 延べ面積 約16,400㎡ 

入居官署  北陸地方整備局 

      新潟防衛事務所 

      防衛省自衛隊新潟地方協力本部 

      新潟行政評価事務所                 

 

図-2  長岡地方合同庁舎 

長岡地方合同庁舎 

 

竣工    2011年3月 

規模    RC－7 延べ面積 約7,100㎡ 

入居官署  長岡税務署 

      新潟地方法務局長岡支局 

      長岡労働基準監督署 

      長岡公共職業安定所 

      長岡地域センター 

      新潟地方協力本部長岡出張所 

った。 

・設計時のユニバーサルデザインに関する目標を施工に

フィードバック 

・施設管理者に，ユニバーサルデザインの視点から運用 

や管理上の留意事項等を共有，伝達 

・検討結果を共有し，今後の設計に反映 

その後、②の診断を庁舎完成後に行った。診断では， 

 

図-3  新潟美咲合同庁舎2号館 

新潟美咲合同庁舎2号館 

 

 竣工    2012年3月 

 規模    RC－10 延べ面積 約20,500㎡ 

入居官署  新潟財務事務所 

      新潟労働局 

      新潟労働基準監督署 

      新潟公共職業安定所 

      北陸信越運輸局 

      新潟地方気象台           

 

図-4  ユニバーサルデザインレビューの実施日程表 

診断者として，車いす利用の方と視覚障がいをお持ちの

方に来て頂いた．予め診断ポイントを設定し，その部位

を中心に診断者の方と対話をしながら，実感に基づく評 

価をヒアリングする方法とした． 

今回の診断で頂いた主な意見として，下記の項目が挙

げられた． 

・車いす障がい者用駐車スペースに関して、本庁舎では

駐車スペース全体に屋根が架かっており、助手席や後部

座席から乗り降りしても雨に濡れず使い勝手が良い．   

・障がい者用の設備（インターホンや多目的トイレ等）

が設けられていても、設置されていることを知らなけれ

ば有効に活用できないので、障がい者団体等を通じて周 

知すべき． 

・聴覚障がい者が緊急時の情報を受け取れない可能性が

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

施工期間 新潟美咲合同１号館

施工期間 長岡地方合同

施工期間 新潟美咲合同２号館

ＵＤ検討会（全３回）
委員：障がい者（２名）

有識者（１名）
行政関係者（３名）

ＵＤ診断
参加者：肢体不自由者（４名）

オストメイト（２名）
聴覚障がい者（３名）
視覚障がい者（２名）
発達障がい者（７名）
外国人（２名）
知的障がい者（２名）

ＵＤ検討会（全３回）
委員：障がい者（２名）

有識者（２名）
行政関係者（２名）

ＵＤ診断
参加者：肢体不自由者（２名）

視覚障がい者（２名）

ＵＤ検討会（全３回） ＵＤ診断
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あるので、文字情報を流す電光掲示板が随所にあった方 

が良い． 

ここで，1点目，2点目の意見に着目して頂きたい．ま

ず，1点目であるが，まさにこの意見は，ユニバーサル

デザインレビューのフィードバック効果が反映された証

である．表-1は，新潟美咲合同1号館及び長岡地方合同 

庁舎で，新潟美咲合同庁舎2号館と同様にユニバーサル

デザインレビューを行った際に出た，主な指摘事項に対

する新潟美咲合同庁舎2号館での対応状況を表にまとめ 

たものである．この表の上から2つ目の障がい者駐車の 

 

表-1  ユニバーサルデザイン対応状況① 

 

図-5 診断の様子①（新潟美咲合同庁舎2号館） 

 

図-6 診断の様子②（新潟美咲合同庁舎2号館） 

 

図-7  ユニバーサルデザイン対応状況② 

項目で，「雨よけ屋根が小さく，特に冬場の風による吹

き込みが多い．」の指摘事項に対し，「エントランスま

で連続した庇を設置．一部に暴風板を設置．」で対応と

ある．これは長岡地方合同庁舎の完成後にユニバーサル

デザインレビューを行った際に出た意見で，それに対し

て実際には図-7のような対応を行った．この他にも，

「主要道路からの出入り口位置がわかりにくい．」とい

う指摘事項に対しては，「計8箇所の道路標識を新設．」

することで対応を行うなど，庁舎を新たに整備していく

ことで，より良い施設整備の取組が実施されている． 

次に2点目であるが，障がい者用の設備が設けられて

いても，設置されていることを知らなければ有効に活用 

できないという意見である．残念ながら，この意見が出 

てくる限り，どんなに良いユニバーサルデザインを目指

し，整備が出来ていたとしても，有用性に欠ける．次節

より，この問題に対して，どのような取組をし，情報発

信をしていくか報告する． 

 

3.  問題への取組 

(1)   問題点 

 情報発信をどのような形で進めていくべきかを考える

上で，現状の情報発信から問題点を抽出した．主な問題

点として，下記の2つが挙げられる． 

・ホームページに，設備一覧表ということで，掲載して

いるが，庁舎のどこにその設備があるのかが不明な場合

がある． 

・管理官署のホームページのみの掲載となっている場合

がある． 

 設備一覧表により，使用したい設備の有無を判断する

のに効果的であるが，やはり事前に庁舎の何階のどこに

あるということまで，知ることが出来れば，庁舎を利用

する上で，より有用である．管理官署のみの掲載であっ

た場合，他の官署に用があった際に，設備の有無が判断

出来ず，設備がないと思う施設利用者もいる可能性があ

る． 

(2)  問題解決のための取組 

これらの問題解決のために，下記の手順で既存の庁舎

について，情報発信を進めた． 

ＵＤレビューでの主な指摘事項 対応状況

外構
主要道路からの出入り口位置がわかり
にくい（道路標識が必要）。

計８箇所の道路標識を新設。

障がい者駐車場
雨よけ屋根が小さく、特に冬場の風によ
る吹き込みが多い。

エントランスまで連続した庇を設置。一
部に暴風板を設置。

サイン
トイレサインは、廊下からの視認性を考
慮する。

壁から突き出すタイプのサインを設置。

エレベータ 鏡は足下まで見えるものとして欲しい。
幅５４ｃｍ高さ１４４ｃｍ、床から５０ｃｍ
の高さに設置（足下が視認可能）。

多機能トイレ
入り口を女子トイレに近接させた方が、
目的外利用者が減るのでは。

女子トイレ側に設置。

多機能トイレ
様々なバリエーションを設け、それぞれ
の機器の特徴を示す配慮が必要。

奇数階を右勝手、偶数階を左勝手とす
る。多目的シートを２階以上、１，３階に
フィッティングシートを設置。各階多機
能トイレ横にサインにて表示。

一般トイレ
通路幅は車いすでも利用できる幅が必
要

建具枠部分で９５ｃｍ以上を確保。

階段
ノンスリップと踏面を区別しやすい色に
し、段を分かりやすくする。

踏面のカーペットの色と区別しやすい
ものとする。

事務室
車いす職員にも対応できるような建具
幅が必要。

扉幅９０ｃｍ以上を確保。
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（STEP1）庁舎内の各設備を調査し，利用者に分かりや 

すい資料（位置図，イラスト，写真等を活用）を作成す 

る． 

（STEP2）資料を各庁舎の管理官署のホームページに掲 

載，さらに，同庁舎に入居している来庁者が多い官署の 

ホームページにリンク設定する． 

(a) STEP1 

 事例として，新潟美咲合同庁舎2号館で説明する．図-  

 

図-8 館内バリアフリー案内① 

 

図-9 館内バリアフリー案内② 

 

図-10 館内バリアフリー案内③ 

 

図-11 館内バリアフリー案内④ 

8のような案内はよく目にするものだと思う．しかし，

これだけでは，各階ごとにあるのは分かるが，実際の設

置場所までは分からない．そこで，図-9のように各フロ

アの平面図に，設置箇所を記している．さらに，写真を

合わせて載せることによって，具体的な設備を知ること

ができ，分かりやすくなっている．同様に庁舎周りの設

置箇所についても，図-10のように記している．庁舎を

利用する上で，その庁舎までの案内も重要であり，広く

情報を提供している．また，各設置されている設備の説

明についても，図-11のように記されている．設備を初 

めて利用される方にも，事前にどんなものかを確認して

頂くことで，実際に来庁された際に戸惑うことを未然に 

防ぐことに繋がる．設備を利用される方の付き添いの方

にも有用である． 

(a) STEP2 

 STEP１では，実際のホームページ画面の見やすさや分

かりやすさの面について報告したが，このSTEP2では，

それらをいかに多くの施設利用者へ，周知するかを報告

する． 

 H26年度までは，北陸地方整備局の外部向けのホーム

ページに「設備一覧表」という形で，掲載していた程度

であった．しかし，H27年度中に，まず管理官署である，

新潟財務事務所にSTEP１で作成したホームページの掲載

依頼をし，閲覧出来るようになった．また，同様に入居

官署である新潟労働局や北陸信越運輸局に掲載依頼をし，

閲覧が出来るようになった．特に，この新潟労働局に関

しては，庁舎の1階と2階にハローワークがあり，来庁者

が多いので，労働局のホームページを見た際に，バリア

フリーの情報を確認出来るのは周知する上で大きな効果

が期待出来る．さらに，利用者より問い合わせがあった

際に，ホームページを見て説明することが出来るように

なり，利用者だけではなく，職員による説明もしやすく

なった． 

 このように，庁舎の管理官署だけではなく，入居官署

にも協力して頂き，施設利用者へ周知をしていくことが

大事である． 
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4． 他団体との協力 

 3章では，庁舎の利用者に対するアプローチとして，

どのようにすべきかを述べてきたが，これだけでは，周

知が満足であるとは言い難い．庁舎を利用しようとする

時点では分かるかもしれないが，利用しない人へは伝わ

らない．ユニバーサルデザイン情報を知って，利用を考 

 

図-12 新潟県バリアフリーガイドマップ
1)
① 

 

図-13 新潟県バリアフリーガイドマップ
1)
② 

える方もいるであろう． 

そこで，当該庁舎が立地する市等と連携することが重

要である．障がい者団体等の協力を得て，市内のユニバ

ーサルデザインマップを作成、あるいは既存のマップに

反映するなどにより，こうした設備の有無について不安

を抱いている方々への周知が出来るような取組を実施す

る．ユニバーサルデザインマップを，既に作成している

地方公共団体については，そのマップに官庁施設を追加

し，まだ作成していない場合には，こちらから，県をと

おして作成を働きかけていく．ユニバーサルデザインマ

ップを作成するためには，このような協力体制を築いて

いくことが重要である． 

図-12は，実際に新潟県が作成しているバリアフリー

の情報ガイドマップ1)である．新潟県福祉保健部障害福

祉課により，県内の公共施設等のバリアフリー対応状況

を調べることが出来るサイトが作成されている．図-13

のように，施設の設備対応状況が表でまとめられており，

市町村ごとや設備種類ごとなど，簡単に検索し調べるこ

とが出来る．しかし，官庁施設の情報については掲載さ

れていない施設もあることから，今後こちらのサイトに

載せて頂くための働きかけをしていく． 

 

5.  更なる展開 

 庁舎の完成時だけではなく，既存の庁舎をバリアフリ

ー対応に改修した場合においても，同様に周知をしてい

く必要がある．よって，4章で述べた新潟県バリアフリ

ーガイドマップ等へ，新たに官庁施設の情報を載せて頂

くだけではなく，既に掲載されている情報の更新も必要

となってくる．事例として，新潟県のHPを挙げたが，新

潟県だけではなく，北陸管内の富山県や石川県にも同様

に官庁施設のデータ依頼を行い，さらには各地方整備局

にも提案し，全国に展開していく． 

 ここで，更なる将来的な理想像の一歩として，カーナ

ビ等マップ会社への情報提供が効果的であると考える．

実際に，管理官署へ，トヨタマップマスターから依頼が

あり，美咲合同庁舎1号館のユニバーサルデザイン情報

をカーナビに掲載することになった．ユニバーサルデザ

イン情報がカーナビに載ることで，今までよりも容易に

必要とする設備がある場所を探すことが出来るようにな

り，施設利用者の不安を少しでも取り除き，和らげるこ

とに繋がる．さらに，東日本大震災や記憶に新しい熊本

地震等の災害時に，必要な設備が整った施設をすぐに見

つけ，避難することを手助け出来る．このような災害時

のみならず，日常生活の中で，通行人が急遽，施設を探

す際にも有用である． 

 

6.  まとめ 

 以上より，今後のユニバーサルデザインの取組とその
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情報発信をする方向性が，定まってきた．最終的な目標

として,ユニバーサルデザイン情報が入ったマップの作

成をし，カーナビなどへ有効活用出来るような取組とし

たい．マップを作成するためには，各都道府県の庁舎の

ユニバーサルデザイン情報を明確にし，その庁舎が立地

する地方公共団体との協力が必要になってくる． 

 マップを作成していくために，今後も引き続き国土交

通省営繕部として，まず，ユニバーサルデザインを考慮

した施設整備を進めていくことが大事である． 

過去の論文においても，ユニバーサルデザインについ

て，論じられた論文は多数あったが，今回のようなその

ユニバーサルデザインの情報を発信していくことに関し

て論じられた論文はあまりない．良質な施設整備が出来 

ていたとしても，結局利用されなければ意味がない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのような努力の積み重ねを無駄にしないように，今

後も，より広く情報を発信出来る取組をしていく． 

 

7.  本論文における「障がい」の表記について 

本論文では，「障害」の「害」の字が持つマイナスな

イメージや当事者の方への配慮から，原則的にひらがな

で表記することとしました. 

ただし，法律名や固有名詞などは，漢字で表記してい

ます. 

 

参考URL 

1)新潟県バリアフリーガイドマップ 

http://www.niigata-bgm.jp/index.php. 
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～もっと女性が活躍できる建設業を目指して～ 
建設系女子大学生による工事安全パトロール 

 
梅田 涼平 

 

四国地方整備局 徳島河川国道事務所 工務第一課（〒７７０-８５５４ 徳島市上吉野町３丁目３５） 

 
工事現場の安全パトロールについては、事故の発生を防止するために創意工夫を図りながら

実施する必要がある。また、建設業の女性活躍については、建設業界全体で取り組んでいる状

況であることから、今回、労働環境の改善や安全衛生面の向上を目指した取り組みとして、地

元の大学と連携して、建設系女子学生を対象に工事現場における安全パトロールを実施した。 
 

キーワード 安全パトロール、安全衛生、労働環境の改善、女性技術者、地域連携 

 

 

1.はじめに 

 建設関係の工事現場では、従来より工事事故の発生防

止や建設業に従事する作業員における労働環境の改善等、

安全・衛生面の向上が課題となっている。また、建設業

界では、これまで以上に女性が活躍できるような職場環

境を目指して、様々な取り組みを推進しているが、建設

業に従事する女性技術者や女性技能者を増加させるため

には、産官学が一体となって中長期的に建設業界全体で

取り組みを持続させていく必要がある。 

一方、建設関係の工事現場は、男性の職場というイメ

ージが広く一般に定着しており、工事現場のトイレや更

衣室等、女性が働きやすい労働環境が整備されていない

状況となっている。そこで、当事務所では、工事現場の

安全・衛生面の向上、建設業の職場環境に関する現状と

課題を把握、課題の解決に向けた取り組みを推進するこ

とを目的として、地元の大学に在籍する建設系女子大学

生に参加して頂き、工事現場における安全管理の実務体

験を兼ねた安全パトロールを実施した。 

 

2.安全パトロールのスケジュール 

 安全パトロールは、２０１５年１０月３０日（金）１

３：００～１７：００に開催し、徳島大学工学部建設工

学科の女子大学生（３年生）７名、国土交通省徳島河川

国道事務所の女性職員３名、建設会社の女性職員５名の

計１５名が参加した。 

安全パトロールは、吉野川下流域の工事現場を３箇所

選定して実施した。当日のスケジュールとしては、 初

に徳島河川国道事務所において安全パトロールの内容や

工事概要について説明した後、それぞれの工事現場に移

動して安全パトロールを３０分程度行った。安全パトロ

ール終了後、徳島河川国道事務所に戻り、工事関係者及

び安全パトロールの参加者全員で意見交換を実施した。 

 
図－１ 安全パトロール実施箇所 

 

3.事前アンケートの実施 

安全パトロールの実施に先立ち、参加する学生の建設

業に関する現状認識を把握することを目的として、アン

ケート調査を実施した。 

調査の結果、結婚・出産に関する内容や建設現場にお

ける仕事で体力面での不安など、女性に関心があると思

われる内容が比較的多く出された他、下請業者との関係

やトラブルが発生した際の対応方法など、男女に共通す

るような内容についても質問があった。なお、具体的な

学生への質問及び回答内容は以下の通りである。 

【学生への質問①】 

・建設会社に就職するとした場合、どのような点が心配

（不安）でしょうか？ 

【質問①に対する学生からの回答①】 

・熱中症や現場の安全性、女性の待遇・体力的問題。 

・施工現場によって転居が必要になり、生活基盤が定ま

らないのではないか？ 

・配属先によっては、女性に厳しい仕事がありそう。 

・キャリアとライフスタイル両方のバランスをどうとる

か、出産で不利になるのでは？ 

【学生への質問②】 

・建設会社の方に聞いてみたいことは？ 
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【質問②に対する学生からの回答②】 

・女性はどのように活躍することができるのか？ 

・現場の仕事は体力的に大変か？ 

・女性で結婚されてからも仕事を続けている方はどのく

らいいるのか？ 

・建設会社で女性が働くメリットは何か？ 

・ライフワークのバランスをどのようにとっているか？ 

・今までで１番危険だったのは、どのような現場で、ど

のような状況になった時か？ 

・現場で働いていて、やりがいを感じるときはいつか？ 

・下請業者さんと良好な関係をどう築いているか？ 

・予想外のトラブルがあったときの対応はどうか？ 

 

4.安全パトロールの実施内容 

(1)事前説明 

 安全パトロールを実施するにあたり、現場経験のない

学生に対して工事現場で実施している安全点検の内容を

学んで頂くことを目的として、受注者である建設会社の

一般的な仕事内容、発注者である国土交通省が実施して

いる安全点検に関する仕事内容及び今回の安全パトロー

ルで使用するチェックリストの内容について説明した。 

建設会社の仕事内容については、施工体系図を用いて

元請業者と下請業者の関係やそれぞれの役割分担につい

て説明するとともに、｢ＫＹ活動｣や｢安全巡視｣等の元請

業者が日々行う現場管理の内容、｢施工計画書｣や｢工事

打合簿｣等の書類関係、｢関係機関との協議｣や｢施工管

理｣等、その他に適宜実施する内容について説明した。    

発注者が実施する安全点検については、『｢施工プロ

セス｣チェックリスト（案）』を用いて、安全対策に関

する点検項目について説明した。 

安全パトロールを実施する際は、チェックリストを使

用することがあるが、チェックリストは専門的な内容も

多く含まれていることから、既存のチェックリストから

「作業員・服装・保護具」、「一般事項・整理整頓」、

「作業通路・交通安全・車両系建設機械」の項目につい

て、現場経験のない学生でも比較的分かりやすい点検項

目を抽出して、安全パトロールに使用するチェックリス

トを作成した。また、参加者は、チェックリストの項目

毎に良否（○、△、×）の判定を行うとともに、点検結

果を補足するコメント欄やパトロールの感想などの自由

な意見が記入できる欄についても設けた。 

なお、チェックリストに記載した主な点検項目は以下

のとおりである。 

【作業員・服装・保護具に関する点検項目の例】 

・監理技術者・主任技術者は名札を着用していますか？ 

【一般事項・整理整頓に関する点検項目の例】 

・現場出入口周辺の整理整頓状況は良好ですか？ 

・作業員休憩所の整理整頓状況は良好ですか？ 

・喫煙場所は指定されていますか？管理状況は？ 

【作業通路・交通安全・車両系建設機械に関する点検項

目の例】 

・第三者の立ち入り禁止措置は行われていますか？ 

・階段等で昇降する際に危険はありませんか？ 

・作業通路につまずいたり滑ったりするような場所はあ

りませんか？ 

・工事看板、標識類の設置場所は適切ですか？ 

 

写真－１ 事前説明 

 

(2)施工業者による現地説明 

安全パトロール対象工事の施工業者により、工事概要、

工事の実施手順、当日の作業内容及び工事現場で実施し

ている安全点検の方法や留意点について説明した。その

際、学生が点検内容をイメージしやすいよう、吊ロープ

やチェーン等の実物を用いる等、工夫しながら点検方法

や点検に関する留意点について説明した。 

 

写真－２ 現地説明（吊ロープの点検方法） 

 

(3)安全パトロールの実施状況 

①平成26-27年度 古川護岸災害復旧工事 

この現場では、女性用トイレや作業員休憩所といった

労働環境に関する施設、喫煙場所、浮き輪等の救急用具、

現場内に設置されたゴミ箱の分別状況、昇降階段や通路

等について点検を行い、様々な意見が出された。特に、
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この工事現場では、他工事では設置事例が少ない移動式

の作業員休憩所が設置されており、参加者の関心も高か

ったことから多くの意見が出された。休憩所内は、畳が

敷かれた和室のようになっており、机の上には室内で喫

煙が出来るよう灰皿が置かれていた。参加者からは、

｢飲み物や座布団が必要では？｣、｢掃除が不十分｣、｢昇

降用の階段が急だった｣、｢分煙が必要では？｣といった

マイナス評価の意見が出され、特に室内で喫煙できる環

境に対して厳しい意見が多く出されていた。一方で、

｢靴を脱いで座ることが出来るのは良い｣、｢着替用カー

テンがあるのは良い｣といった女性らしいプラス評価の

意見も出された。また、その他の点検結果としては、堤

防天端から現場内に降りるために設置した昇降用階段に

ついて、｢蹴り上げが高い｣、｢勾配が急である｣、｢昇降

時に揺れて怖いと感じた｣といったマイナス評価の意見

が出されており、男性ではあまり気にならない状況であ

っても、女性からみると現在の昇降用階段は利用し難い

状況であることが分かった。 

点検後は、休憩所内について清掃をし直して新たに飲

み物や座布団を置くとともに、灰皿を撤去して、喫煙は

屋外の指定された喫煙場所で行うよう分煙化を行うこと

により、指摘事項の改善を図った。 

 

写真－３ 移動式休憩所の点検 

 

写真－４ 移動式休憩所（是正前） 

 

写真－５ 移動式休憩所（是正後） 

 

②平成27年度 古川護岸外補修工事 

 この現場では、工事が 盛期であったこともあり、作

業員休憩所や女性用トイレ、喫煙所、資機材の整理・整

頓状況、通路や昇降階段の状況、立入り禁止措置の状況、

イメージアップ用看板の設置状況等、様々な項目につい

て点検を行い、多くの意見が出された。 

 女性用トイレに関しては、｢和式・様式のトイレがあ

る｣、｢鏡付きの手洗い場がある｣といった女性らしい意

見が出されたほか、昇降用階段について、｢蹴り上げが

低い｣、｢安定感があった｣といった点がプラス評価の意

見として出された。一方、マイナス評価の意見としては、

屋外休憩所しか無かった点について多く意見が出された

他、｢喫煙場所が通路に近い｣、｢分煙してほしい｣など喫

煙場所や分煙方法について関心が高いことが分かった。

また、作業用通路に関して、｢雨の日は通路の鉄板が滑

りそう｣、｢鉄板に段差や隙間がある｣、｢手摺りがあった

方が良い｣などの男性では気にならないような細かい点

についても意見が出された。 

点検後は、屋内休憩所の設置や敷鉄板上にある作業通

路に滑止めのゴムマットを設置するなど、指摘事項につ

いて改善を図った。 

 

写真－６ 仮設トイレ・手洗場の点検 
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写真－７ 作業用通路（是正前） 

 

写真－８ 作業用通路（是正後） 

 

③平成27年度 榎瀬築堤護岸外工事 

この工事は、着手して間もないということで、現場作

業が少なかったことから、参加者にバックモニター付き

バックホウの試乗を行った後、現場事務所に移動して女

性用トイレや室内の状況について点検を行った。 

現場事務所の点検では、｢女性用トイレがすごくきれ

いだった｣、｢室内が整理・整頓されてきれいだった｣と

いった意見が出されるなどプラス評価の意見が出された。

一方で、｢現場事務所の入口付近にゴミが散乱していた｣、

｢ゴミの分別がされていなかった｣などのマイナス評価の

意見が出されていた。 

点検後は、入口付近の清掃や分別が出来るゴミ箱を設

置する等、指摘事項について改善を図った。 
 
(4)意見交換の実施 

 意見交換には、点検に参加した学生の他、建設現場の

担当職員や会社関係者、徳島河川国道事務所の職員など

２４名が参加した。学生からの質問としては、建設会社

への就職に関する内容や女性が建設会社で働く上での課

題などについて多く質問が出された。また、建設会社で

働いている女性職員からは、学生からの質問に対して自

分の経験を話して頂くなど、活発な意見交換を行うこと

ができた。なお、意見交換で出された主な内容について

は、以下のとおりである。 

・子育てをしつつ、仕事をするのは可能であるのか？ 

・女性を採用することで不利益は生じないか？ 

・実際仕事をしていく上で、男性には劣ると感じること

はあるのか？ 

・仕事をしながら、地元から離れて育児はできるのか？ 

・建設会社で女性職員を採用する方針はあるのか？ 

 

写真－９ 意見交換会 

 

7.おわりに 

今回の取り組み後に、参加頂いた大学生に対してアン
ケートを行い、以下のような意見を頂いた。 
・工事現場を女性の目線で見てみて、女性への待遇がど
のようなものなのか、女性が現場にいることのメリット
など自分なりに分析できる良い機会となりました。 
・パトロールの後には意見交換があり、自分が建設業界
に対して思っている不安に対する答えも聞くことができ
ました。 
・今回の安全パトロールで、現場が女性の働きやすい環
境になりつつあることが分かり、将来への不安が少し和
らぎました。また、建設業界で働く多くの方とコミュニ
ケーションが取れてとてもよい機会になりました。 
・女性用トイレの設置や、事務所の環境などを見て、女
性目線の意見はとても重要なことだと思ったし、そのよ
うな意見を大切にしていくことで現場の環境が良くなる
ということを実感しました。 
・意見交換では、女性技術者がどのように社会で役立っ
ていけるのかなどの貴重なお話を聞くことができ、女性
も自信を持って働いていらっしゃる方がたくさんいらっ
しゃることに気付かされました。 
・実際に現場で働かれている女性の方から、仕事場の環
境や、子育てなど生活と仕事との両立について聞かせて
頂くことができて良かったです。 
今回開催した工事安全パトロールを通じて、大学生が

建設現場の実務を体験するとともに、現場の女性技術者
と交流できる場として活用頂きたいと考えており、今後
も多くの学生の皆様方に参加して頂けるよう、取組を継
続していきたい。 
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動き出す！！今古賀交差点事業 

～関係自治体を取り込んだ広報について～ 
 

 
宮本 幸輝1 

 
1九州地方整備局 北九州国道事務所 計画課 （〒802-0803 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-10） 

 

今古賀交差点は、福岡県遠賀郡遠賀町の中心に位置し、国道３号と県道２８５号浜口遠賀線が交差して

いる。当該交差点は、北九州向き車線（上り）は立体交差、福岡向き車線（下り）は平面交差となってい

る変則的な形状である。 
 本事業は、交通渋滞の解消や安全性の向上を目的として交差点改良（下り線の立体化）を行うものであ

る。ここでは、2016年8月から工事に本格着手するにあたり、国道３号において、３年間という長期間の

通行規制が生じることから、関係自治体を取り込んだ事前広報の取り組み及びその成果について報告する。 

 

キーワード 事業広報，自治体連携，規制前広報  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. 事業の概要 

(1) 事業化の背景 

今古賀交差点の前後区間は、1968 年に国道３号バイ

パス「折尾遠賀拡幅事業」として水巻町から遠賀町まで

の全長６．４ｋｍ区間を事業化し、1974 年に全線２車

線（現在の下り車線側）で整備した。当時は沿道利用を

考慮して平面交差にて施工を行った。その後、交通量の

増加等により、現在の上り線側の整備を随時進め、2001

年 3月には、上り線のみ立体化した４車線が完成した。 

その後１０数年が経過し、交通量も、約２万７千台／

１２ｈ（2001）から約３万２千台／１２ｈ（2010）に増

加し、平面交差となっている下り線においては、今古賀

交差点部分がサグ部であるため、追突事故や交通渋滞が

発生していた。また、直進交通が多いため、間隙を狙っ

た無理な右折車による交通事故も発生していた。 

以上のことから、2014 年度に事業化し、対策を進め

ることとした。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

至福岡市

至北九州市

今古賀交差点

図-2 今古賀交差点付近航空写真図 

図-1 位置図 

図-3 折尾遠賀拡幅事業 
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(2)今古賀交差点事業の内容 

今回の事業内容は、平面交差している下り線側を立体

化するものである。下り線側を立体化するためには、本

線をランプ形式にする必要があり、新規に本線の高架橋、 

オンランプ橋及びオフランプ橋を設置し、さらに西川、

戸切川渡河部では、既設側道の付け替えとして外側に側

道橋を新規に設置する必要がある。 

 

(3) 工事による影響 

 本事業は、既存の２車線分の橋梁を撤去し立体化する

ため、国道３号本線の工事期間中は、本線の下り線は通

行できない。 

 また、国道３号が、遠賀町の中心部を横断する位置に

あり、工事箇所が家屋に近接していることから、住民に

対し、工事期間中の騒音、振動等の影響を与える可能性

がある。そのため、工事の規制方法については、工事期

間や３号及び周辺道路の交通流動を考慮し、検討を行う

必要があった。 

以上のことから、できる限り規制期間が短期間となる

よう、既設の橋梁や側道を 大限に活用する計画とし、

工期短縮を行った。その結果、工事期間中は、片側２車

線で通行している国道３号を、片側１車線の対面通行

（延長 1.7ｋｍ）とし、通行規制による交通混雑等の影

響期間を 小限とする規制方法としたが、それでも概ね

３年間の規制期間が生じることなった。 

 

戸切側道橋（下り）

戸切高架橋オンランプ橋（下り）
今古賀高架橋（下り）

西川側道橋（下り） 遠賀高架橋オフランプ橋（下り）

【現況】 【計画】

図-4 今古賀交差点改良事業の概要 

図-5 今古賀交差点改良事業平面図及び断面図 

図-6 今回の工事に伴う規制概要 
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(4)交通規制シミュレーション 

 国道３号の規制により、周辺道路を含めた交通の流れ

が変化することが考えられるため、道路管理者、交通管

理者と協議を行い可能な対策を実施しなければならない。 

 そのため、規制による交通流動の変化を予測し、周辺

交差点毎に交通混雑状況の確認を行った。さらに、影響

が予測される交差点では、信号現示の調整や右折レーン

の延伸等の対策を行うことで、交通混雑が緩和されるこ

とをシミュレーションで確認した。 

 

 

 

(5) 事務所の実施体制と広報検討部会 

今回は、今古賀交差点改良事業を事務所全体の一つの

プロジェクトとして位置づけ、事業を行う体制として事

務所長を筆頭に、事務所一体として進めることとした。 

具体的には、北九州国道事務所内に４つの部会を設置

し進捗管理を行っている。以下では、工事中の規制情報

等を道路利用者へ提供するために取り組んだ、広報検討

部会の取り組みを中心に説明する。 

 
 

2. 自治体を取り込んだ広報会議 

(1) 会議設置について 

 広報検討部会では、今回の規制による沿道地域への交

通流動の変化に伴い、日常生活への影響や広域的な社会

経済活動への影響を及ぼすことから、情報発信が重要で

あるという意見が出た。そのため、外部に情報を発信す

る広報の取り組みに、内部の人間だけではなく、周辺自

治体の意見も取り入れることとした。 

そこで、2016年2月に、交通円滑化に資する広報に

ついて、周辺自治体等と相互の連絡調整を行うことを目

的として、「国道３号今古賀交差点改良事業の工事規制

に伴う広報会議」（以下、広報会議）を設置した。メン

バーは、施工箇所の遠賀町のほか、近隣の岡垣町、水巻

町や福岡県の県土整備事務所等とした。広報会議では、

工事規制に伴う広報計画（案）を検討し、各広報内容に

ついて議論を深めていった。 

 

 

(2) 広報会議で決定したこと 

 広報会議は、2016年 6月末までに３回開催し、規制前

の事前広報を中心に議論した。今回は３年間という非常

に長期間の交通規制であることから、ＮＥＸＣＯ西日本

が 2010 年に行った向佐野橋（福岡県太宰府市）での規

制広報を参考にし、様々な広報計画を策定した。 

以下、広報会議で決まった主な広報の取り組みとその 

ポイントについて述べる。 

a) 広報計画 

記者発表やチラシ、ポスター作成など、今回の規制に

伴い実施するメニューを洗い出し、規制開始前と規制後

に大きく分けた広報計画をバーチャート状にして作成し

た。これにより、誰がいつまでに何をするといった、役

割分担や、現在の進捗状況が一目で分かるようになった。 

図-7 影響を及ぼす周辺交差点図 

施工検討部会 計画検討部会 用地補償検討部会 広報検討部会

総括：事務所長

改築・管理副所長

◎工務課
○交通対策課
○管理第２課

◎計画課
○交通対策課
【橋梁比較設計検討会】
■道路部 道路工事課

◎用地課 ◎計画課
○工務課
○交通対策課
○管理第１課
■道路部 交通対策課

図-8 事務所の実施体制 

図-9 広報会議の様子 

図-10 規制前の広報計画 
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b) 図上での表現 

自治体から、「周辺住民は『○○交差点』という表現

よりも、ランドマークとなる店舗名や施設マークを記入

した方が位置関係が分かりやい。」という意見があった。 

そこで、各種資料に今回の事業箇所で目印となる「ゆ

めタウン」や「GooDay」のマークをチラシ等に使用でき

るように、店舗より承諾を得て使用した。 

 

c) ラジオ放送 

朝、夕の交通ピーク時に聞いてもらえるよう、聴取率

が高いラジオ放送局を調査し、スポットＣＭ放送（有

料）を行うこととした。規制直前の７月の中旬から放送

を実施し、７月の 終週は平日に毎日朝夕の２回放送

（延べ２０回）をした。 

また、（公益財団法人）道路交通情報センターがＡＭ、

ＦＭ各局で１日に５０回近く行っている道路交通情報に

おいて、長期間の大規模規制であることを説明し、放送

時間にゆとりがある時には規制情報の発信をしてもらえ

るようにお願いをした結果、無料で放送をして頂けるこ

ととなった。 

d) 自治体広報誌でのチラシ配布 

今回の規制で影響の大きい遠賀町、岡垣町、水巻町に

おいては、一般的な工事のお知らせ回覧だけではなく、

町内全家庭に配布される町報誌に、作成した規制情報の

チラシを折り込みで配布することにより、周辺全域への

周知を図ることとした。 

e) 有料新聞広報 

本規制箇所の利用者が多い福岡県内の福岡、北九州、

筑豊地域に対し、そのエリアで１番多く発行している新

聞にて、規制情報の広報記事を半５段で２回掲載をした。 

 また、新聞購読者のうち、新聞を読んだ人の割合（閲

読者率）が高い曜日を調べた。その結果、土曜、日曜の

率が高いことから、 小限の予算で効率的に広報ができ

るよう、７月下旬の週末をターゲットに有料新聞広報を

行った。 

f) ホームページの充実 

記者発表資料や配布するチラシ、ポスターだけでは、

細かい側道の規制情報等全てを伝えることは難しい。 

加えて全ての規制内容を文書にすると長くなり、必要

な情報が伝わりにくい。 

 そこで、問い合わせがあった場合には、まずホームペ

ージを見てもらい、自分自身で調べやすいように、今古

賀交差点改良事業ページの情報を充実させた。 

また、各自治体のホームページにリンクを貼ってもら

い、北九州国道事務所の今古賀交差点改良事業のページ

にジャンプするためのバナーも作成した。 

 結果として、今古賀関係の詳細ページのアクセス数は

１ヶ月あたり1,000件以上増加した。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-11 工夫したチラシの表現 

図-12 遠賀町広報誌と折り込みチラシ 

図-13 今古賀事業関係のホームページ 

図-14 遠賀町のホームページ 

- 357 -



 

 
 

3. 規制開始後の交通量変化 

2016年 8月 1日から今回の事業着手に伴う規制を開始

したが、規制開始直前と比較すると交通総量が減少した。 

当然、３万台／１２ｈを超える交通量を片側１車線で

通行させることから、朝夕のピーク時に部分的な渋滞は

発生したが、総じて見ると大きな混乱は見られなかった。 

 これは、事前広報により、交通渋滞を避ける為、目的

地に応じた広域的な周辺道路への迂回が進んだ結果だと

推測される。今後も、関係自治体と連携して、定期的に

交通量を把握し、情報発信に努める予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. まとめ 

 事業広報については、予算をかければかけるほど、

様々なメディア媒体で広報を行えるが、どんな事業にも 

予算的な制約が有り、より多くの広報をしたとしても、

必ずしも全てが満足できる結果を得られるとは限らない。 

また、特に広報という分野については、百点満点の正

解というものも存在しない。 

 今回行った、関係自治体を取り込んだ事業広報の取り

組みについては、その手法自体が目新しいものではない

が、自治体の意見を取り入れることにより、我々だけで

は気がつかない、地元に精通した有益な情報を得ること

ができた。 

特に事業広報という分野については、限られた予算の

中で、様々なアイデアにより、道路利用者の満足度が

大となるよう、今後とも尽力していきたい。 

 

 

 

 

図-15 規制前と規制後の交通量変化 

- 358 -


