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はじめに 

                           国土文化研究所長 加納敏行 

 

 国土文化研究所（以下、国文研と称する）は、株式会社建設技術研究所（CTI）グループ

のシンクタンクとして、研究開発、地域・社会貢献活動、及び社会への情報発信の３つの役

割を担っています。 

 

 研究開発につきましては、国文研は職員の皆さんが日々の業務を遂行するに際して一つ

の指標となりうるような、また結果として会社が中長期的に安定した経営を維持していく

ことができるような、次世代に向けての研究開発を行っています。 

 このため、人間・情報・環境・健康・エネルギー・素材等に関する基礎的な研究から、歴

史・地域・文化に関する研究、さらには次世代のインフラ政策の研究などの、広範なテーマ

での研究（直接、事業に結びつくものばかりではありませんが）を実施しています。 

 本年次報告書には、2017 年度に実施した 6 つのテーマについての研究報告を掲載しまし

た。いずれも国文研のキャッチフレーズである『心の豊かさを醸成できる空間の創出』 

に向けて、研究顧問や客員研究員の方々の御協力もいただきながら、その成果を纏めたもの

です。 

 

 地域・社会貢献活動では、本社が所在する東京都中央区の日本橋地域の団体、企業などと

協働で「江戸東京再発見コンソーシアム」を立ち上げるなど、様々な活動を行っています。 

 2009 年から有料運航を開始した「お江戸日本橋舟めぐり」は、すでに累計参加者数が１

万 4000 人を越えています。わずか 10 人乗りの小さな電気ボート１隻による活動ですが、

建設コンサルタント企業の社会的責任として、都市の成り立ちや防災、環境などを多くの皆

さんと一緒に考える場を提供するためのより大きな活動となるよう、今後も維持していき

たいと考えています。 

 

 社会への情報発信としては、出版事業やセミナー開催などを実施しています。 

 2017 年には「深化する水力発電 ～水力発電の再生に向けた 2 つの視点～」の発刊に向

けた執筆活動を行いました。また「災害適応策の社会実装を考える」、並びに「AIと私たち

の暮らし～何が変わって、何が変わらないのか～」をテーマにオープンセミナーを開催しま

した。 

 

 詳細につきましては本報告に記していますので、御一読をいただければ幸いに存じます。 
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研究報告 
 

研究報告要旨  

 

人口減少社会における都市構造の再編とインフラ維持管理の在り方に関する研究 

～生活の質・インフラ維持費用・環境負荷の改善を目指した立地適正化のための居住誘導シナリオの分析～ 

Study on restructuring urban form and infrastructure management in population decline society 

 

 

都市改正特別措置法を改正により，都市機能誘導・居住誘導区域を設定し，土地利用の高密度化や人口密度を維持

する仕組みが整えられた．しかし，居住誘導区域外から区域内へ虫食い状に住居が移転すれば，インフラ維持費用は大

きく変わらず，人口減少に伴うサービス施設撤退が住民の生活の質（Quality of Life：QOL）を低下させる可能性がある．一

方，まとまった規模で住居を移転すれば，インフラ維持費用削減や QOL向上が期待される．そこで本研究では，1）移転し

ないケース，2）耐用年数を迎えた住居から移転するケース，3）自治体が移転費用の一部を補助して移転を促進するケー

スを比較した結果，人口構成，インフラ老朽度，災害リスクの違いによって，取るべき移転対策が異なることを明らかにし

た． 

 

アジア地域の社会経済情勢の変化に伴うインフラ市場への影響及び対応策研究 

A Study on adaptation strategies on impacts of Asia Region’s socio-economic changes on infrastructure market 

   

 
研究 2 年目となる平成 29 年度は，1)アジア通貨危機の影響に関するプロジェクト・レベルの詳細分析，2)アジア太平洋

地域のインフラ需要の将来予測の把握を行ったほか，アジア開発銀行を対象に，3)増大するインフラ需要に対する新たな

取り組みや 4)アジア開発銀行融資プロジェクトにおける日本企業等の受注実績を調査した．また，関連情報として，日本

政府の「インフラシステム輸出戦略」等の取組状況，アジアインフラ投資銀行による融資状況，TPP他経済連携の動向を整

理した．まず，研究開始前に懸念とされたアジア通貨危機のインフラ市場への影響は短期的なものであり，その規模も小さ

いことが明らかとなった．ADB が発表したアジア太平洋地域のインフラ需要の予測結果によると 2030 年まで毎年 1.7 兆ド

ルの投資が必要である．公的資金の投入には限界があり，民間投資額を大幅に増やすことが必要で，PPP を活用したイン

フラ・プロジェクトを実現するための法制整備など関連分野での改革が求められる．一方で，現在の日本企業の海外展開

の規模は非常に小さく，企業の競争力強化・コンサルタントを中心とした人材育成が大きな課題として挙げられている． 

 

多様なモビリティと道路空間の配分に関する基礎考察 

A Study on procedures for allocating new mobility to the road space 

 

 
わが国の社会環境の変化を背景にした，人々の様々な移動需要に対応する手段の選択肢として期待されるものとして，

パーソナルモビリティ(PM)と呼ばれる多様なモビリティが実現してきている．しかしながら，現行の法制度では，公道を走行

できない多様なモビリティが存在するのが実情である． 

本論文は，このような課題について技術的な解決を目指し，多様なモビリティに道路空間を配分するための手順につい

て，ひとつの考えを論ずるものである． 

 

江東低地における水辺空間の変遷と課題 

Changes and problems of waterfront space in the Koto lowland 

    

 
本研究は,国土文化研究所が実施している舟めぐりの知見・経験を活かしつつ，東京においてすでに埋め立てられた河

川・運河について，これの再生の必要性，可能性，実現化方策ならびにそれにともなう周辺地域の活性化や観光開発など，

将来の地域づくりへの貢献について研究し，地域に提言を行うことを目的として実施するものである．研究初年度である今

期においては，東京の隅田川東岸に位置する江東低地（江東区，墨田区）をフィールドとして，既往の研究成果をもとに，

水辺空間が主にどのような理由で変遷し，現在どのような課題を有しているかを考察した． 
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高架鉄道デザインと高架下スペースの景観デザインの課題 

Issues on Elevated Railways Design and Landscape Design under the Railroads 
 

Elevated railways are important elements of transportation infrastructure that form an urban structure. During economical 

development of the country, the design of infrastructure was focused on function, economy and safety. Since 1980’s, 

landscape and aesthetic aspects have been considered in design of urban transportation infrastructure, including bridges, 

expressways and railways. Railways and railway architecture have particularly undergone changes since the 1990’s, in line 

with “station renaissance”. As a result, many new stations have been built and historical stations have been refurbished, 

upgraded and developed. Elevated railways have been reconsidered again – as the urban spaces with a high potential for 

development centered on local residents. Viaducts and elevated stations are the structures where the infrastructure meets 

directly the architecture. Being the striking elements in the urban structure, they also affect the landscape. After the 

transformation they can be a source of improved urbanscape. 

This paper examines the development of elevated railways in particular consideration of Tokyo, investigates the aesthetic 

issues of elevated railways and spaces below the viaducts. While introducing the examples of new projects under the 

railroads that have been realized in Japan and Europe, the paper also sets up new tasks and prospects for the utilization of 

elevated railways in consideration of recent life-style trends, such as “slow life” and “third place”. 

 

川を活かした地域再生による社会と企業の価値共創研究 

Study on creating shared value in regional revitalization through collaborative river restoration 

    

 

我が国は世界に先駆けて少子高齢化による人口減少社会に直面している．しかし，各地が有する貴重な地域資源に着

目し上手に活用することによって，自然と共生した自律分散型の持続的な社会を構築するパラダイム転換の好機と捉える

こともでき，地方創生や地域再生からもこうした動向に期待が高まっている． 

本研究は，地域資源の一つである「河川」に着目し，身近に流れる河川と人々の関わりを通じて，そこに暮らす人々や地

域社会に新たな活力を生み出すことができないか，とりわけ高齢者の生き甲斐や活躍の場といった観点から，地域再生に

果たす河川の価値について検討したものである．また，この河川が有する価値を創出し向上させていくために企業が担え

る役割について，社会と企業の共有価値創造の視点から考察を行った． 
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人口減少社会における都市構造の再編と 

インフラ維持管理の在り方に関する研究 
 

～生活の質・インフラ維持費用・環境負荷の改善を目指した 

立地適正化のための居住誘導シナリオの分析～ 

 

加知 範康1 

 
1博士（環境学） 国土文化研究所 客員研究員 株式会社建設技術研究所 

九州大学大学院 助教 工学研究院 附属アジア防災研究センター 

（〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744） 

E-mail:kachi@doc.kyushu-u.ac.jp 
 

都市改正特別措置法を改正により，都市機能誘導・居住誘導区域を設定し，土地利用の高密度化や人口

密度を維持する仕組みが整えられた．しかし，居住誘導区域外から区域内へ虫食い状に住居が移転すれば，

インフラ維持費用は大きく変わらず，人口減少に伴うサービス施設撤退が住民の生活の質（Quality of 

Life：QOL）を低下させる可能性がある．一方，まとまった規模で住居を移転すれば，インフラ維持費用

削減やQOL向上が期待される．そこで本研究では，1）移転しないケース，2）耐用年数を迎えた住居から

移転するケース，3）自治体が移転費用の一部を補助して移転を促進するケースを比較した結果，人口構

成，インフラ老朽度，災害リスクの違いによって，取るべき移転対策が異なることを明らかにした． 

 

      Key Words : Quality of Life, infrastructure maintenance cost, environmental load, residential migration  

 

 

1．はじめに 

 

国土交通省は 2014 年に都市改正特別措置法を改正し，

都市施設の誘導を図る都市機能誘導区域や居住の誘導を

図る居住誘導区域の設定を通じて，土地利用の高密度化

や一定規模の人口密度の維持を図る仕組みを整えた 1)．

基本的に居住の誘導は居住誘導区域外での一定規模以上

の開発行為の届け出により図るものであるが，この方法

では居住誘導区域外から虫食い状に居住地が撤退してい

くと考えられる．このような状況下では自治体の費用支

出であるインフラ維持費用は変わらないばかりか，人口

減少に伴うサービス施設撤退が住民の生活の質（Quality 

Of Life：QOL）を低下させる可能性が考えられる．人口

減少による税収の減少や地域の持続性を考えると，居住

地集約は自然の撤退を待つのではなく，自治体がまとま

った規模での移転を促すことで，自治体にはインフラ維

持費用の削減等，住民には QOL 向上，社会全体として

は環境負荷低減の効果が得られると考えられる．そこで，

本研究では居住誘導方法の違いによる QOL やインフラ

維持費用，環境負荷を，便益帰着構成表を用いて整理し，

集約シナリオ別の効果を分析する． 

 

2．先行研究のレビューと本研究の位置づけ 

 

(1) 立地適正化計画にまつわる動向 

現在、国土交通省は地方都市においては「多極ネット

ワーク型コンパクトシティ」を目指す方針を打ち出して

いる 2)．これは，以下の 3つを満たす都市形態である． 

 

1) 医療施設・福祉施設，商業施設や住居等がまとまっ

て立地している． 

2) 高齢者をはじめとする住民が自家用車に過度に頼る

ことなく公共交通により医療・福祉施設や商業施設

等にアクセス可能である． 

3) 日常生活に必要なサービスや行政サービスが住まい

などの身近に存在する． 

 

このような「多極ネットワーク型コンパクトシティ」

の形成を推進するために平成26年2月に都市改正特別措

置法が改正された．これは図-1に示すように，市町村が

住宅及び医療施設や福祉施設，商業施設などの都市施設

の立地の適正化を図るため，立地適正化計画を作成する

事ができるというものである． 
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図-1 立地適正化計画概要図 3) 

 

立地適正化計画では，都市機能誘導区域・居住誘導区

域を定める事が出来る．都市機能誘導区域・居住誘導区

域については図-2に示す．また，都市機能誘導区域に誘

導すべき都市施設について，表-1のように高齢化・行政

サービス・子育て・集落の各機能を備えた施設が想定さ

れている． 

 

 

図-2 居住誘導区域と都市機能誘導区域について 4) 

 

表-1 都市機能誘導区域の誘導施設 

 機能 都市施設 

誘導 

施設 

高齢化 病院・診療所・老人デイサービス 

行政 

サービス 
市役所・支所・公民館等 

子育て 幼稚園・保育所・小学校 

集客 図書館・博物館・スーパーマーケット 

 

(2) 先行研究の整理 

コンパクトシティに関する研究は数多くなされている．

ここでそれらの研究についてまとめる． 

戸川ら 5)は環境・経済・社会のトリプルボトムライン

（TBL）の観点から，各要素の定量指標をCO2排出量・

市街地維持費用・QOL として都市の持続可能性を評価

するシステムを用い，名古屋都市圏の小学校区単位での

分析を行っている．その結果，2050年までにTBL各指標

の都市圏全体値は悪化する方向であるとしている．また，

団塊世代の多く居住する郊外住宅地区や農林地区におい

て経済・環境指標が悪化し非効率化を招くことを明らか

にしている．さらに，都市構造改変に関するシナリオ

（BAU，集約，合併）を設定し TBL 各指標への影響を

分析した結果，全体の 4％の人口を移転させることで市

街地維持費用を 1割以上削減できるとしている． 

長尾ら 6)は都市的利用を中止する地区および集結する

地区の選定を QOL 指標及び市街地維持費用を評価値と

して設定し，遺伝的アルゴリズムを用いて最適化を行っ

ている．これを新潟県旧上越市に適用した結果，QOL

最大化の場合郊外から郊外へと移転し，市街地維持費用

最小化の場合は地価が低く築年数が経過している地区か

ら撤退し，鉄道駅周辺や幹線道路沿いに移転することが

有効であるとしている．さらに，QOL と市街地維持費

用の両方を用いるモデルでは市街地維持費用の削減効果

の大きな地区から先に消滅し，その後に QOL の向上に

向けた移転をおこなうことが最適であるとしている． 

小瀬木ら 7)は市街地のスプロールから生じる非効率な

インフラ整備が財政負担を招くとし，4 次メッシュ単位

でスプロールの影響を受けやすいインフラである市町村

道，上下水道を対象に都市域におけるインフラの維持管

理・更新費用を推計している．1 人あたりの市街地維持

費の負担が今後増大していくことを指摘している 

森本 8)は都市のコンパクト化による効果の評価指標を

財政面と環境面に着目し，宇都宮市を対象に道路・上下

水道の行政コスト，市税とCO2排出量を取り上げ，これ

らを BAU 型，都心居住型，ネットワーク型の 3 つの都

市構造において詳細に分析することで，都市のコンパク

ト化が財政面と環境面の両方に有利に働くことを示した． 

安立ら 9)は人口減少とともに財政が厳しくなることで

交通，商業，医療などの都市サービスの維持が困難にな

ることを危惧し，アンケート調査によってこのような都

市構造リスクの認知を明らかにし，時間軸を考慮するこ

とでリスクの実態を分析した．その結果，都市構造リス

クは商店の撤退が想定されるような地域においても十分

に認知されておらず，コンパクトシティ形成過程におい

て BAU 以上のリスクが発生する可能性があることを指

摘している． 

和田ら 10)はコンパクト化の効果を都市経営費用を軸と

して評価する方法を提案した．その結果都市再編成後20

年程度後までは拠点を分散してコンパクト化を図る多心

シナリオが最も有利であるが，それ以降は中心拠点一か

所に集約したシナリオが有利であるとしている．それに

加えて移転人数等も考慮した現実的な策としては多心シ

ナリオであるとしている．また，移転者の移転に関わる

費用をすべて自治体が負担した場合と従前の居住地の評

価額に応じて負担した場合では自治体の総費用は大きく

異なり，全費用を自治体が負担することは現実的でない

としている． 

中井ら 11)は環境面に着目して，どのような居住形態や

家族形態が都心部に移り住むことがエネルギー消費の削
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減につながるかを検討している．その結果，都市のコン

パクト化に伴う人口密度の変化が家庭の電力消費量，交

通エネルギー量に対して低減効果が見込めることを明ら

かにしている． 

加知ら 12)は生活環境質（QOL）が高い都市空間構造を

実現するための居住地誘導を見出す指標として，都市内

各地区に置ける居住から得られる生活環境質の評価を

「余命」を尺度として定義している．ここで定義した指

標を用いて財政的持続性および社会的公平性制約下での

都市全体の生活環境質最大化を定式化し，さらに，これ

を居住地立地施策に適用するために生活環境質を市街地

維持費用で除した社会的費用効率（S 率）を用いた撤

退・再集結地区選定の枠組みを提案している．この手法

を実際の地方都市に適用した結果，生活環境質自体は中

心部より自然環境の豊かな郊外部の方が高いものの S値

は市街地が拡大する前の既存集落部で高くなり，分散集

中型への誘導が望ましいことを示している． 

山崎ら 13)は居住集約を行う際の集積地域・撤退地域に

居住することにメリット・デメリットを与えることでそ

れが居住地選好にどのような影響を与えるかを考察して

いる．その結果居住の集約に際しては助成金という「ア

メ」と郊外施設の撤退や公共交通減便等の「ムチ」がと

もに居住を集約化させる方向に働くとしており，特に

「ムチ」の方がより大きな影響を与えるとしている．ま

た，これらを明示することが居住集約を進める要因にな

るともしている． 

武田ら 14)は郊外住宅地撤退手法の可能性を明らかにす

ることを目的として，開発権移転を伴う都市撤退方策の

提案を行っている．集約拠点に対する開発権売却益を用

いれば行政に金銭的な負担をくわえることなく集約型都

市構造の実現を図れるとしている． 

岩本ら 15)は広島県府中市において都市インフラ整備や

維持管理費用の観点から将来目指すべき都市構造を明ら

かにしている．その結果，インフラ整備費用や市街地維

持費用の総費用は人口密度との関連が大きく人口密度の

高いエリアは総費用支出が大きいことを示している． 

北口 16)や佐藤 17)，清水ら 18)は人口減少下での社会的効

率性の観点から，郊外部での団地（集合住宅）を対象に，

建て替えやそれに伴う水道維持費の変化等を考慮した費

用便益の分析や建て替えの実施時期等を明らかにしてい

る． 

谷口ら 19)は人口減少に伴う各種サービス施設の消滅が居

住者に生活上の負担を与える可能性に着目し，都市構造

の変化に伴うリスクはどのような地域構造（特性）を有

する地区において顕在化するのかの検討を行っている．

岡山県倉敷市を対象としたこの研究では，アンケート調

査により 10 種類の特徴を持った地区に分類している．

また鉄道駅から徒歩圏内のスーパーがすべて消滅したと

の仮定の下で，交通行動の変化など不利益を被る人の割

合を，「都市構造の変化による居住者への負荷」である

として都市構造リスクの発生パターンを分析している．

その結果，都市構造の変化によるリスクが増大する地区

は駅から最も遠い地区ではなく，自動車への依存度が高

い地区であると明らかにしている． 

 

(3) 本研究の位置付け 

本研究の特徴は次の 2点となる． 

1) 立地適正化計画に伴う居住誘導シナリオがQOL・イ

ンフラ維持費用・環境負荷にもたらす影響を貨幣価

値に換算し，居住集約に関わる主体である「住民」

「地方自治体」のそれぞれから見た費用と便益の効

果を評価している． 

2) 地方自治体の財政の点からみた居住集約の実施タイ

ミングの提案を行っている． 

 

 

3．居住地集約の効果の分析手法 

 

(1) 分析シナリオの設定 

本研究の対象地は 2016 年時点で立地適正化計画が策

定されていない宮崎県宮崎市（図-3）とし，対象期間は

2010年から 2040年とする．  

 

  

図-3 宮崎市の災害想定域 

表-2 に示す 3つのシナリオ間の QOLの比較と，イン
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フラ維持費用の削減等の便益や移転に関する事業費等の

費用との間の費用便益分析を行う． 

 

表-2 シナリオの内容 

シナリオ名 内容 

無策 2040年まで住居が移転しない（趨勢） 

自然移転 
耐用年数（築 40年）を迎えた住居から居

住誘導区域に移転 

強制移転 

自然移転に加え，将来のインフラ維持費

用等が，その地域の移転にかかる費用を

上回った地域(メッシュ単位)から居住誘導

区域に移転 

 

築 40 年が経過した住居から移転させるのは国税庁資

料 20)と鎌谷ら 21)より，住宅向け建物の耐用年数は約40年

だと考えられるためである．各シナリオにおいて住居の

耐用年数が来れば住居が建て替えられ，建設費の支出や

新設・廃棄に伴う環境負荷が発生するものとする．また，

生活環境の変化が起きないよう，移転の制約距離を 6㎞

と設定する． 

 

(2) 各誘導区域の設定 

2016 年 12 月時点で宮崎市では立地適正化計画の策定

が行われていないため，本研究を進めるにあたり宮崎市

での都市機能・居住誘導区域設定する必要がある．この

設定に際しての条件を表-3に示す．なお，距離について

はネットワーク距離を使用する． 

 

表-3 誘導区域の設定条件 

項目 設定条件 

居住誘導区域 

〇下記条件をすべて満たす 

・鉄道駅 800m，バス停 300m圏内 

・農用地区域/工業専用区域以外 

・土砂災害危険区域でない/1m 以上の

津波が想定されていない 

・市街化区域またはその他用途地域

である 

都市機能誘導区域 

〇居住誘導区域の条件に加えて以下

の条件のいずれかを満たす 

・宮崎市中心市街地 

・DID地区 

・宮崎市都市マスタープランで 

中核/地域拠点に指定 

(3) QOLの計算手法 

QOLは名古屋都市センター22)を参考に，QOLの単位を

月当たりの支払い意志額（貨幣単位）に換算する．式(1)

のLPs値の平均値は2010年の値を用いる．これは各時点

での QOLが 2010年と比べてどのように変化するかを考

えるためである．また，計算に必要な施設のうち，病

院・診療所と商業施設については 2010 年時点の宮崎市

の 1人当たりの施設数を考慮した上で施設の増設・撤退

を考慮する．計算に必要な 2010年から 2040年の人口の

データについては，社人研の方法に従いコーホート要因

法を用いて推計する． 

 

𝑄𝑂𝐿 = ∑ (𝑤𝑖(𝐿𝑃𝑠𝑖 − 𝐿𝑃𝑠2010𝑎𝑣𝑒))𝑖     (1) 

 

(4) インフラ維持費用の計算手法 

インフラはスプロールの影響を受けやすいネットワー

ク系インフラである市町村道，上下水道を対象とし，維

持費用はその時点でのインフラ存在量に原単位を乗ずる

ことで算出する．市街地への移転のため，新設を行わな

いと仮定し，各インフラの維持費用原単位は先行研究
23)24)を参考に，維持・更新と廃棄を考慮する．表-4 に各

インフラの原単位を示す． 

 

表-4 各インフラ維持・更新費と廃棄費(円/㎡，円/m) 

項目 
維持・更新費 
（1年ごと） 

廃棄費 

市町村道 313 3,524 

上水道 2,500 2,734 

下水道 250 7,021 

 

(5) 環境負荷の計算手法 

環境負荷は各施設維持・更新や廃棄で生まれる環境負

荷を算出し，貨幣価値に換算する．算出はインフラ維持

費用と同様にインフラ存在量や住宅の建設面積に応じて

表-5に示す原単位 25)を乗ずることで行う． 

 

表-5 各施設の環境負荷(kg・CO2/㎡，kg・CO2/m) 

項目 新設 
維持・更新 
（1年ごと） 

廃棄 

市町村道 － 0.151 14.41 

上水道 － 3.382 12.66 

下水道 － 1.770 27.31 

住宅新設 
（木造） 

434.2 64.50 88.00 

住宅新設 
（非木造） 

673.6 31.70 87.20 

貨幣価値換算 5.461(円/kg－CO2) 25) 
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(6) 移転にかかる費用の算出方法 

移転にかかる費用としては想定される項目とその原単

位を表-6に示す．原単位の推計には宮崎市 26)と復興庁 27)，

清水 28)，環境省 29)の資料を用いた．移転支出について，

自然移転では 1人当たり定額の補助を，強制移転では自

治体は移転する住居の残存価値に応じて住居建設費や解

体・更地化費を支払うとする． 

 

表-6 住居の移転にかかる費用の原単位 

項目 原単位 

建設費 6,124,120（円/人） 

引っ越し費 33,286（円/人） 

解体・更地化費 10,000（円/㎡） 

 

(7) 災害復旧費用の推計手法 

居住地の移転による便益として災害復旧費用の削減も

考えられる．本研究では災害復旧費用として土砂・浸水

災害からの復旧費用と津波の被災による復旧費用を推計

する．原単位（表-7）は国総研資料 30)から推計した．な

お，津波については発生確率（表-8）を考慮し，復旧投

資期待値を用いる． 

 

表-7 災害復旧費用の原単位 

項目 原単位 

土砂災害・浸水復旧費 2,392(円/人) 

仮設住宅建設費 1,673,700(円/人) 

がれき撤去費 3,270,000(円/棟) 

 

表-8 各機関の地震の発生確率 

期間 発生確率（%） 

地震本部 31)の式
を用いて計算 

2021年から 2040年 36.3 

2026年から 2040年 26.5 

2031年から 2040年 16.5 

2036年から 2040年 7.0 

2040年 1.6 

 

(8) 居住地集約の効果の評価 

本研究では表-9に示す便益と費用について分析を行

い，2040年時点での各シナリオの純便益の大きさを計算

することで，居住地集約の効果を検証する． 

 

表-9 本研究における費用・便益とその主体 

 主体 項目 

便益 

住民 QOLの変化(貨幣換算) 

自治体 

インフラ維持費用の削減 

土砂・洪水災害復旧費用の削減 

津波復旧費用(がれき撤去費)の削減 

社会 環境負荷の削減(貨幣換算) 

費用 

住民 住居の建て替え・引っ越し費用 

自治体 移転事業費用 

割引率 4% 

 

 

4．居住地集約効果の分析結果 

 

(1) 基本集計の結果 

表-3の条件に従い設定した居住誘導区域と市街化区域

について，2010 年と 2040 年の面積・人口・人口密度を

シナリオごとに計算した結果を表-10に示す． 

 

表-10 面積・人口・人口密度変化の計算結果 

シナリオ
（年） 

項目 
人口
（人） 

面積
（㎢） 

人口密度
（人/㎢） 

共通 
（2010） 

市街化区域 345,875 63.17 5,475.47 

居住 
誘導区域 

273,730 46.89 5,837.71 

無策 
（2040） 

市街化区域 276,665 63.17 4,379.69 

居住 
誘導区域 

234,817 46.89 5,007.83 

自然移転 
（2040） 

市街化区域 317,049 63.17 5,018.98 

居住 
誘導区域 

318,326 46.89 6,788.80 

強制移転 
（2040） 

市街化区域 319,479 63.17 5,057.45 

居住 
誘導区域 

323,536 46.89 6899.89 

 

各移転シナリオでは人口減少下でも，居住誘導区域内

の人口密度を一定水準維持する役割を果たしていること

が分かる．なお，2040年各移転シナリオにおける居住誘

導区域内人口が市街化区域人口を上回っているが，これ

は田野地区に設定された居住誘導区域が市街化区域に含

まれていないためである． 
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(2) QOLの変化の分析結果 

次に各シナリオの 2010年から 2040年まで 5年ごとの

住民 1人当たりの月当たりの QOL（円/人/月）の推移を

図-4に示す． 

 

 

図-4 各シナリオの1人当たり獲得QOL変化 

 

これより，無策の場合は 2010 年から 2040 年までの

QOL 値がほぼ-17,000（円/人/月）ほどで推移するのに対

し，各移転シナリオでは QOL 改善効果が見られる．こ

れは交通利便性（AC）の高いエリアである居住誘導区

域への居住移転のほかに，災害危険区域から移転したこ

とによる災害安全性（SS）の向上によると考えられ，各

シナリオ共に移転建物数の多く，居住環境の変化が大き

い 2020年でのQOLの改善が大きくなった． 

 

(3) インフラ維持費用の変化の分析結果 

各シナリオの各時点での 1年あたりのインフラ維持費

用を図-5に示す． 

 

 
図-5 各シナリオの年あたりインフラ維持費用 

 

強制移転を組み合わせた場合には自然移転の場合より

も削減できるインフラ費用が大きいことが分かる．また，

移転によるインフラ削減効果が最も大きかった強制移転

では，道路面積が約 38%，上水道・下水道延長がそれぞ

れ 50%程に削減されるなど，大きな削減効果が見られた． 

(4) 環境負荷の変化の分析結果 

各シナリオの各時点での 1年あたりの環境負荷を図-6

に示す． 

 

 

図-6 各シナリオの年あたり環境負荷費用換算 

 

どちらのシナリオも無策の場合と比較して環境負荷が

小さくなった．また，強制移転と自然移転との間での環

境負荷に大きな差は見られなかった．これは強制移転で

は移転事業での施設の新設・廃棄の環境負荷が大きく，

移転による環境負荷低減の効果を相殺するためである． 

 

(5) 費用便益分析による居住誘導効果の分析 

自然移転・強制移転の便益・費用の 30 年間累計値を

無策と比較した結果を以下の表-11に示す． 

 

表-11 費用便益分析結果（割引率4%） 

30年間の累計 
自然移転 

シナリオ 

強制移転
シナリオ 

便益 

住
民 

QOLの変化 1,574 1,727 

自
治
体 

インフラ 

維持費用削減 
58 160 

土砂・洪水災害復
旧費用削減 

5 17 

津波災害 

復旧費用削減 
24 40 

社
会 

環境負荷低減 68 86 

費用 

住
民 

住居建て替え・ 

引っ越し費用 
43 -91 

自
治
体 

移転事業費用 -129 -226 

純便益 1,642 1,667 

単位：億円 
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いずれのシナリオも無策の場合と比較して大幅な純便

益をもたらすことが分かる．強制移転において住居建て

替え費の便益は，本来自然移転に際して住民が負担する

はずの費用を自治体が強制移転と伴う費用として肩代わ

りしたものである．また，強制移転では，QOL やイン

フラ維持費削減等の便益項目の全てで自然移転の場合よ

りも有利である．自治体単体の純便益は自然移転の場合

は-42億円，強制移転の場合は-56億円であり，宮崎市単

独での移転事業の実施は困難であると考えられる． 

 

(6) 各地域における移転方法・移転時期 

強制移転シナリオにより得られた結果を基に，宮崎市

内各居住地メッシュを強制的に移転させるべきか自然移

転をすべきかを図-7に示す． 

 

 

図-7 各地域の移転方法と移転時期 

 

居住誘導区域外に存在する 2174 メッシュ（250m×

250m）の内，強制移転すべきとなったのは 931メッシュ

であった．さらにそのうちの 70%以上（931 メッシュ中

677メッシュ）が 2020年・2025年に強制移転すべきであ

る（図-7内の赤色・橙色メッシュという結果となったが，

これらの地区は多くが土砂災害等の災害危険エリアに含

まれる（677 メッシュ中 457 メッシュ）．つまり，削減

できる復旧費用が大きい災害危険区域ほど早期に移転を

図るべきであると言える． 

 

 

5．おわりに 

 

本研究では，宮崎市を対象として，立地適正化計画に

伴う居住集約のシナリオの違いが住民の生活の質（QOL）

と自治体の財政，環境負荷に与える効果の違いと，移転

事業の実現可能性を費用便益分析によって評価した．そ

の結果，以下の知見を得た． 

・ 立地適正化計画に伴う居住地集約は，無策の場合と

比較すると，QOLの向上をもたらすものである，し

かし，漸進移転と積極移転での獲得 QOL の差は小

さく，居住の集約手法によって獲得するＱＯＬが変

化するものではない． 

・ 積極移転シナリオはQOL・インフラ維持費用削減・

環境負荷を総合的に考えると漸進移転シナリオより

も純便益が大きくなった．つまり，自治体が資金を

支出してでも居住の集約を実施することが将来にわ

たっても大きな便益をもたらす． 

・ 事業費を支出してでも撤退すべき地域は全体の

42.9％を占めるという結果になった．また，このよ

うに積極移転させるべき地域は，初期の時点では 1

人当たりのインフラ維持費用が高いなどのインフラ

維持効率の悪い地域であるが，それ以降においては

土砂災害や浸水などの被害が想定される災害危険区

域に含まれる地域となる． 

・ 自治体にとっては，漸進移転シナリオの方が積極移

転シナリオよりも支出する事業費は小さいが，その

分土砂・浸水災害復旧費の削減やインフラ維持費用

の削減の便益などの得られる効果も小さい． 

・ 漸進移転シナリオ・積極移転シナリオともに，純便

益が負となり単独での事業実施は困難である．しか

し，例えば，都市のコンパクト化により削減した環

境負荷（CO2排出量）を取引し，そこで獲得する資

金を事業費に充てるなどすれば，事業を実施できる

可能性がある． 

 

謝辞：本研究は，株式会社 建設技術研究所・国土文化

研究所「人口減少社会における都市構造の再編とインフ

ラ維持管理の在り方に関する研究」の平成 29 年成果を

とりまとめたものである．また，環境省の第Ⅲ期「環境

経済の政策研究」，JSPS 科研費 15K06254 の助成を受け
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STUDY ON RESTRUCTUREING URBAN FORM AND INFRASTRUCURE 

MANAGEMENT IN POPULATION DECLINE SOCIETY 

 

- Analysis of residence guidance scenario for site location optimization plan  

aiming at improving residents quality of life, the local governments fiscal and environmental burden- 

 

Noriyasu KACHI 

 
Recently, efforts to form compact cities are being conducted in Japan. Under such circumstances, local 

governments have become able to concentrate urban functions and settlements by 2014 onwards by site 

location optimization plan. The choice of how to guide residence is important in terms of housing consol-

idation and fiscal expenditure.This research aim to analyze how residents quality of life, local govern-

ments' financial and environmental burdens change depending on the housing aggregation method. There 

scenarios were set as a method of analysis. First, not doing anything for residents (BAU scenario). Second, 

when guideing the residences who live in the house that passed 40 years from construction. (Natural re-

move scenario). Third, guide residences if the project cost for relocation is higher than the amount required 

maintaining the area and (Forcing remove scenario). Analyzed these three scenarios when consolidating 

from smaller areas. The infrastructure expenses such as roads and restoration costs from disasters as ex-

penses for even maintaining the area. Especially, the damage amount of the tsunami is calculated using 

occurrence probability of Nankai Trough Earthquake. Estimate construction costs and moving expenses 

of new houses as project costs expended by local governments.As a result, gathering the residence im-

proves the quality of life, and residents is able to reduce the money on their housing construction cost to 

rebuild. There are other result that the local governments have less expenses for relocation at that time 

than future maintenance and management costs and can have a financial effect. In addition, the reducing 

environmental burden and an early forced relocation of buildings included in the disaster relocation area 

is desirable. 
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アジア地域の社会経済情勢の変化に伴う 

インフラ市場への影響及び対応策研究 
 
 
 

塚原健一1・遠山正人2・高橋将彦3・中村和弘4・大井孝通5 
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研究2年目となる平成29年度は，1)アジア通貨危機の影響に関するプロジェクト・レベルの詳細分析，2) 

アジア太平洋地域のインフラ需要の将来予測の把握を行ったほか，アジア開発銀行を対象に，3)増大する

インフラ需要に対する新たな取り組みや4)アジア開発銀行融資プロジェクトにおける日本企業等の受注実

績を調査した．また，関連情報として，日本政府の「インフラシステム輸出戦略」等の取組状況，アジア

インフラ投資銀行による融資状況，TPP他経済連携の動向を整理した．まず，研究開始前に懸念とされた

アジア通貨危機のインフラ市場への影響は短期的なものであり，その規模も小さいことが明らかとなった．

ADBが発表したアジア太平洋地域のインフラ需要の予測結果によると2030年まで毎年1.7兆ドルの投資が

必要である．公的資金の投入には限界があり，民間投資額を大幅に増やすことが必要で，PPPを活用した

インフラ・プロジェクトを実現するための法制整備など関連分野での改革が求められる．一方で，現在の

日本企業の海外展開の規模は非常に小さく，企業の競争力強化・コンサルタントを中心とした人材育成が

大きな課題として挙げられている．  

 

     Key Words : Impacts of Asian Economic Crisis on ODA Projects, Infrastructure Needs in the Asia-

Pacific Region, PPP-Inftastructure Project 

 

 

1.  はじめに 

   

(1) 研究の背景 

2015年4月に示されたCTIグループ中長期ビジョン－

CRAVIS2025－において，CTIグループ全体の技術力をも

ってグループの技術力をもって海外社会資本整備に貢献

すること，特にアジアを中心とする新興国・開発途上国

の経済成長を取り込み，収益拡大を実現することが掲げ

られた．また，同じくアジア諸国を対象として現地の公

的資金案件や民間資金案件などの非ODA市場に積極的

に展開すること，PPP事業への本格参入も目指すとされ

ている． 

アジア地域への積極的な展開を考えた場合，経済を

中心とする国際的な動きから次のような懸念や課題が浮

かび上がってくる． 

① 中国及び東南アジア経済の攪乱が与えるインフラ市

場へ大きな動揺：これまで右肩上がりの成長により

旺盛なインフラ需要を続けてきた中国及び東南アジ

ア諸国において，「人口ボーナス」の喪失により，

インフラ市場の大きな転換が懸念される．また，
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「人口ボーナス」に該当しないASEAN後進5カ国に

おいても，周辺国の経済不調という外的要因からイ

ンフラ需要の低減が懸念される． 

② TPPの発効やAIIBの出現によるインフラ市場での新

たな競争ルールの発生：環太平洋戦略的経済連携協

定（TPP）により，インフラ市場の市場形態も従前

のものから変化することが予想される．アジア地域

の攪乱要因として，アジアインフラ投資銀行

（AIIB）が既存の開発金融機関と異なる行動原理に

よる新たなインフラファイナンス行動をとる可能性

がある．また，AIIB案件では中国企業の大幅な活用

が予想され，ODA市場での中国企業の益々の進出が

予想される.． 

③ 南アジア地域のインフラ市場の動向：中国・東南ア

ジア市場の減速は避けられないと考えられるが，イ

ンド，バングラデシュ，パキスタン等の南アジア地

域における新たな需要は期待できる． 

 

(2) 研究の目的及び想定する成果 

これらの懸念や課題は，「人口ボーナスの喪失」や

AIIBの本格的業務開始は2020年の東京オリンピック開催

後と時期的に一致し，これまでの建設・インフラ市場の

大きな転換点となる可能性が高い． 

本研究は，今後発生する可能性がある，アジア地域

でのインフラ需要低下及びインフラファイナンス動向の

変化に対して，建設分野及び建設コンサルタント分野の

準備すべき課題についての研究を行うことを目的とし，

以下に示す成果を目指し３ヵ年計画で実施することとし

た． 

【想定する成果】 

① 1997年のアジア通貨危機後の東南アジア地域のイン

フラ市場の変動をレビューし，今後予想される地域

的レベルでの経済攪乱がインフラ市場に与える影響

を予測する． 

② 人口ボーナスの喪失を踏まえた2030年程度までのア

ジア地域のインフラ需要を予測し，現状市場との比

較を行い市場動向を予測するとともに，長期的な維

持管理更新需要の予測も行う． 

③ 世界銀行，アジア開発銀行，JICA，AIIB等援助機関

の中長期的な援助政策をレビューし，アジア地域の

インフラ市場の動向を予測するともに，我が国のコ

ンサルタントの優位分野への適応性を掘り起こす． 

④ TPP等のあらたな貿易投資枠組みがインフラ市場へ

与える影響について，WTO導入時の影響を基に予測

する． 

 

(3) 前期の成果 

前期（平成28年）は，文献等情報収集，専門家へのヒ

アリングを中心に以下の作業を実施した． 

① 1997年のアジア通貨危機後の東南アジア地域のイン

フラ市場の変動のレビュー及び地域的レベルでの経

済攪乱がODA分野を中心としたインフラ市場に与え

た影響の整理 

（成果）インドネシア，タイ，フィリピンに対する

公的資金による円借款案件について分析した結果，

各国において経済状況の一時的変動があってもその

影響は一時的であり，中期的にみたトレンドの変化

はもたらされなかったといえる．個別の案件につい

は，通貨危機後の行政側の混乱や省庁再編等の影響

から事業期間が延長されるケースや，現地通貨価値

の下落に伴って事業費中の地方振興部分の割合を増

加した等の変更がいくつかに見られたが，ほとんど

の案件において事業内容・規模の根本的修正はなく，

コンサルタント部分の大規模な修正も見受けられな

かった． 

② 今後拡大が見込まれるJBIC案件でのインフラ市場の

動向のヒアリング 

（成果）インフラ開発に関連するJBICのオペレーシ

ョンの主となるプロジェクトファイナンス（投資金

融）の中でも，鉄道，道路，水事業，再生エネルギ

ー等は建設コンサルタントが大きく関わる可能性が

高い分野であり，特に水事業は今後も大きな伸びが

予想されていること，世界銀行やアジア開発銀行等，

他の投融資機関のインフラ分野の投資金融の状況に

ついても調査を進めてゆく必要があることが確認さ

れた． 

③ TPP実施を想定したWTOルール導入時の経緯の調

査・資料整理 

（成果）TPP（環太平洋パートナーシップ）協定は，

日本や米国を含む環太平洋地域の12カ国が参加する

経済連携協定で，世界のGDPの４割を占め，我が国

にとって，アジア・太平洋地域の成長を取り込むた

めの成長戦略の柱とされ，2015年10月の大筋合意後，

2016年12月に国会で承認され関連法も成立させた．

しかし，米国の次期大統領トランプ氏が就任前から

脱退を表明しており，TPPの発効については不透明

な要素が大きい． 

 

(4) 今期以降の研究方針および成果 

前期（平成 28年）の成果では，一部に当初の想定と

異なる事実が得られた．また，米国を中心とする経済社

会状況の変化により，今期（平成 29年）以降の研究計

画の一部変更が必要となった． 

・地域経済モデル 
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 アジア通貨危機を例に取り，経済攪乱がODAに与え

る影響を推定し，地域経済モデルを用いて将来のアジア

地域の経済攪乱がODAに与える影響を検討する予定で

あった．しかし，実績において経済攪乱がODAに与え

る影響は当初想定より軽微であること，また，今後のイ

ンフラ市場の資金需要額を考慮するとプロジェクトファ

イナンスの比重が高まることを考慮し，地域経済モデル

による経済状況がインフラ市場へ与える影響推定のアプ

ローチではなく，インフラ市場のプロジェクトファイナ

ンスへの資金需要を把握するアプローチを取ることとし

た．具体にはアジア開発銀行が 2017年 2月に発表した

アジア太平洋地域のインフラ需要予測と，今後の必要な

資金の分析結果を整理した． 

・TPP影響研究 

 米国のTPP離脱が確定し，TPP批准が不透明となった

ことから，その動向を把握するレベルにとどめ，今後の

方向性が明確になった時点で影響の整理分析を行うこと

とした． 

 

以上の２点について方針を変更した上で，今期は以

下の項目について作業・分析を行った．特にアジア開発

銀行（ADB）の活動に着目し，増大するインフラ需要

と新たな取り組み，ADB融資案件に対する日本企業の

参入状況を整理した．  

（平成29年検討項目） 

（1） アジア通貨危機の影響に関する詳細分析 

（2） アジア開発銀行が発表したアジア太平洋地域の

インフラ需要の将来予測の把握 

（3） 増大するインフラ需要に対する新たな取り組み 

（4） 日本企業等の海外インフラ参入状況 

（5） その他関連情報の整理 

 日本政府の「インフラシステム輸出戦略」等 

 アジアインフラ投資銀行による融資状況 

 TPP他経済連携の動向 

 

２．アジア通貨危機のインフラ市場への影響 

 

(1) 個別プロジェクトへの影響の詳細分析（円借款事

業） 

昨年調査したインドネシア，タイ，フィリピンの３カ

国のうち，比較的影響の大きかったインドネシアを対象

に，1998年の通貨危機をはさんで実施された個々の円借

款案件について JICA が実施した事業評価報告を入手し，

事業内容や規模等の変更の有無・程度を調査・分析した． 

対象とした事業は，インドネシアを対象に 1996 年，

1997 年に開始された円借款事業 35 案件である．個々の

案件の事業評価報告から，事業期間・規模（事業費）お

よびコンサルタント・サービス事業量（従事月数）につ

いて，計画時と完了時の相違を調査・比較した結果，以

下の点が確認された． 

（事業期間の変更） 

多くの案件で事業期間の延長が見られた．平均的に見

て計画の 5割増程度の事業期間延長が見られ，中には計

画の２倍以上の期間を要した案件もある．期間が延長と

なった原因は，国内経済の混乱により自国資金の工面が

十分にできず事業開始が遅れたり，経済の混乱等に伴っ

て生じた政府内の機構改革・組織再編による調達手続き

の遅延によるものがほとんどであり，同じく政府の体制

が整わずに用地取得に時間を要したケースもある． 

（事業規模の変更） 

通貨危機の影響によって事業の縮小といった形で内容

が変更された案件はほとんどない．逆に通貨危機の影響

で生じた現地通貨安により，現地調達関連の費用が大幅

に減少し，コンサルティング・サービスを含め現地対応

による事業・作業の追加が見られた． 

工期の延長や作業量の増加となった案件においても，

現地通貨安（例えば，計画時１ルピア＝0.05 円程度が，

実施時１ルピア＝0.01 円程度）の影響により現地での調

達に係る費用が大幅に減少し，全体の事業費は当初計画

より減少した案件が多い． 

（コンサルティング・サービスの変更） 

コンサルティング・サービスにおける国際コンサルタ

ントおよび現地コンサルタントの従事量に係るデータま

で把握できた案件は約半数にとどまったが，その多くの

案件でコンサルティング・サービスの量は増加している．

特に現地通貨安に伴い現地作業を主とする作業の追加等

により現地コンサルタントの従事量が大幅に増加した案

件もある． 

 

調査した 35 案件のうち，典型的なインフラ整備を事

業とした 4つの案件について，事業期間，事業費，コン

サルティング・サービス事業量の計画と実績を比較し表

-1に示す． 

表-1 インドネシアの円借款事業４件における計画・実

績の比較（出典：国際協力機構，案件毎の事業評価報告） 

上段：計画，下段：実績 

案件名 期間 

(月数) 

事業費 

（億円） 

コンサルティング・サー

ビス（MM） 

総額 うち円

借款 

計 国際 現地 

スマトラ東海岸道

路建設事業 

65 88.69 66.52 389 75 314 

144 116.27 47.63 632 104 528 

メダン洪水防御事

業 

71 134.25 96.97 395 102 293 

132 不明 93.23 1521 428 1093 

地方インフラ整備

事業（2） 

89 396.51 297.38 1034 193 341 

104 334.58 292.83 3418 525 2893 

バリ海岸保全事業 72 126.75 95.06 480 144 336 

145 96.00 87.69 1479 363 1116 
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それぞれの案件の詳細は次のとおりである． 

（スマトラ東海岸道路建設事業） 

用地取得の長期化，調達手続きの遅延，詳細設計作業

の追加等により事業期間は計画の 2倍以上となった．工

期延長に伴う工事費の増加，用地取得費用の増加により

事業費も計画より２割程度増加したが，増加分は自国負

担分であった．詳細設計作業の追加に伴い，国際・現地

ともコンサルタントの作業が増加しており，特に現地分

の増加が大きい． 

（メダン洪水防御事業） 

調達手続きの遅延，住民移転に係る設計変更や洪水防

御機能工事追加等による事業範囲の増加に伴い，事業期

間は増加し，コンサルティング・サービスも大幅に増加

したが，事業費のうち円借款分はほぼ計画通りとなった．

自国負担分の事業費が不明であるが，現地調達分の工事

やコンサルティング・サービスの規模は大幅に増加した

ものの，現地通貨安の影響でそれほどの事業費増には至

らなかった． 

（地方インフラ整備事業（2）） 

次期事業準備作業が追加され，コンサルティング・サ

ービスは大幅に増加したが，事業期間・事業費ともにそ

れほどの増加にはいたっていない．事業費の増加が押さ

えられて原因は現地通貨安であった． 

（バリ海岸保全事業） 

住民との合意形成手続きが長期化し，事業期間・コン

サルティング・サービス量は大幅に増加したが，事業費

は計画の範囲内に収まった．現地通貨安と資金管理の徹

底が事業費の軽減につながった． 

 

以上のように，アジア通貨危機によって生じた経済の

混乱やその後の政府内の機構改革の影響を受け，調達手

続きや契約交渉が長期化したが，事業内容が縮小された

案件は少なく，逆に現地通貨安の影響を受けて現地調達

が可能な工事の追加やコンサルティング・サービスが追

加されている案件が多い． 

昨年の調査段階では，アジア通貨危機発生の段階で実

施中の案件において，外貨確保が難しくなるためにコン

サルティング・サービスのうち国際コンサルタントの作

業を削減するなど，事業が縮小されることがあるのでは

ないかとの懸念があったが，今回の調査の結果では，コ

ンサルティング・サービスの縮小も国際コンサルタント

の比率の低下も見られなかった．逆に，多くの案件で，

現地通貨安の影響を受けて，現地通貨建てによる事業量

が大幅に増加したため，設計や施工管理に係るコンサル

ティング・サービスの事業量も大幅に増加したという結

果になっている． 

 

(2) 個別プロジェクトへの影響の詳細分析（アジア開発

銀行融資事業） 

円借款事業だけではなく，国際的融資機関である

ADB が実施した融資案件についても，同様にアジア通

貨危機前に開始された案件の計画と実績の差異について

調査した．円借款案件とほぼ同様な傾向（調達・契約手

続きの遅延による事業期間の延長，現地通貨安にともな

う事業費の縮小と現地作業の増加）が見られた． 

表-2 インドネシアの ADB 融資事業における計画・実

績の比較（出典：アジア開発銀行，案件毎の Project 

Completion Report） 

上段：計画，下段：実績 

案件名 期

間 

(月数) 

事業費 

（百万ドル） 

コンサルティング・サ

ービス（MM） 

総額 うちADB 

融資 

計 国際 現地 

North Java Flood Control 

Sector Project 

71 153.0 99.0 892 169 723 

100 73.7 51.3 1317 234 1083 

West Java Urban Development 

Sector Project 

74 117.0 70.0 1807 不明 不明 

93 79.9 49.1 3005 不明 不明 

Eastern Islands Urban 

Development Sector Project 

66 142.0 85.0 1766 169 1597 

74 110.5 70.8 1744 100 1645 

 

３．アジア太平洋地域のインフラ需要の予測 

 

2017年 2月，アジア開発銀行が，「アジアのインフラ

需要に応える」と題した報告書を発表し，アジア太平洋

地域の 2030 年までのインフラ需要に関する予測結果を

示した． 

その報告書によれば，アジア太平洋地域の開発途上国

が現在の経済成長を維持するとすれば，2030年までのイ

ンフラ需要が 22.6兆ドル，年間 1.5兆ドルを超えるとの

見通しを示した．気候変動の緩和や適応への対応の必要

額を含めた場合の予測額は 26兆ドル，年間 1.7兆ドルを

超えると予測している． 

 

図-1 「アジアのインフラ需要に応える」アジア開発銀

行報告書表紙（2017年 2月発表） 

 

この報告書の要点を整理すると以下のとおりである． 

 アジアの開発途上国・地域が，現在の経済成長を維

持し，貧困を撲滅し，さらに気候変動へも対応して
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いくとすれば，必要な投資額（気候変動調整済み予

測額：気候変動対応への必要額を考慮した予測額）

は，2016年から 2030年の間に 26兆ドル，年間で 1.7

兆ドルである（表-3）． 

 投資予測額（気候変動調整済）のなかで分野別に最

大のものは，電力で 14.7 兆ドル，次は交通・運輸で

8.4 兆ドルである．また通信で 2.3 兆ドル，水・衛生

分野でも同期間に 0.8 兆ドルの投資が必要となる

（表-4）． 

 2030 年までの需要額（気候変動調整済）では，東ア

ジアが 61%を占めるが，対GDP 比では太平洋地域が

9.1% と最大の投資を必要とし，続いて南アジアの

8.8%，中央アジアの 7.8%，東南アジアの 5.7%となる．

東アジアの投資需要は対GDP比では 5.2%である． 

 年間の投資需要額（気候変動調整済）1.7 兆ドルは，

ADBが 2009年に予測した 7,500億ドルの 2倍超であ

る．主な増加要因は，当該地域の経済成長は引き続

き高いと見込まれ，さらなるインフラ需要が生じて

いることにある． 

 一方で，当該地域の現状の年間インフラ投資額は

8,810 億ドルと推計される（十分な統計データを有し，

当該地域の人口の 96%を占める 25 カ国・地域の数

字）．インフラ投資の不足，すなわち投資需要（気

候変動調整済）と実際の投資水準の差は，年間 4,590

億ドルであり，2016 年から 2020 年の今後 5 年間の

GDP 予測額の 2.4%分に相当する（表-5）． 

 この投資需要見通し額（気候変動調整済）のうち，

中国の数字を除外すれば，残り 24カ国のインフラ投

資不足額は 3,080億ドルで，GDP予測額の 5%を優に

超えることとなる．しかし，これら 24カ国で財政改

革が進めば，GDP の 2%に相当する歳入の増加が見

込まれ，インフラ投資不足額の約 40%を手当てする

ことが可能となる．もし残り 60%の不足額（GDP の

3%）を民間部門が補うとすれば，現在の民間投資額

の約 630億ドルを，2016年から 2020年にかけては年

間 2,500億ドルに増やすことが必要となる（図-2）． 

 民間の投資家にとって魅力的なインフラ投資や官民

パートナーシップ（PPP）を活用した収益性のある

インフラ・プロジェクトを実現するには規制改革が

必要である．各国には PPP 関連法制の整備，PPP 関

連の調達・入札制度の簡素化，紛争処理手続きの導

入，PPP 関連の独立した政府機関の設置など，PPP

に関連する各種改革の実行が望まれる．また，当該

地域の豊富な貯蓄資金を生産性のあるインフラ投資

に振り向けるために資本市場を一層深化させること

が必要である． 

 ADB を含む国際開発金融機関はアジアの開発途上

国・地域におけるインフラ投資のおよそ 2.5%を支援

している．ADB の投融資に占める民間部門のインフ

ラ事業の割合は拡大している．その他 ADBは，優良

なプロジェクトを特定し，計画し，実行できる専門

能力や知識を提供するなど，資金提供以外でもアジ

アで重要な役割を果たしている． 

 

 

表-3 地域別インフラ投資需要予測額，45ADB開発途上加盟国・地域，2016～2030年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-4 分野別インフラ投資需要予測額，45ADB開発途上加盟国・地域，2016～2030年 

 

 

 

 

 

 

（単位：10億ドル、2015年価格）

投資需要 年間平均

投資需要

対GDP比

（%）

投資需要 年間平均

投資需要

対GDP比

（%）

中央アジア 3.1 0.096 6,202 492 33 6.8 565 38 7.8

東アジア 5.1 1.503 18,602 13,781 919 4.5 16,062 1,071 5.2

南アジア* 6.5 2.059 3,446 5,477 365 7.6 6,347 423 8.8

東南アジア 5.1 0.723 7,040 2,759 184 5 3,147 210 5.7

太平洋地域 3.1 0.014 2,889 42 2.8 8.2 46 3.1 9.1

アジア太平洋地域 5.3 4.396 9,277 22,551 1,503 5.1 26,166 1,744 5.9

注記： * 南アジアにはパキスタンとアフガニスタンを含む。 ** 気候変動調整済み予測額には気候変動緩和および気候変動耐性化に必要なコストを含

むが、それ以外の適応コスト、特に海面上昇に関連するものは含まない。

出典：「アジアのインフラ需要に応える　ハイライト」アジア開発銀行、2017年2月

基本予測額 気候変動調整済み予測額**

地域

予想GDP

年間

成長率

2030年

国連人口

推計

（10億人）

2030年予想

一人当たり

GDP

（2015年価

格、$）

（単位：10億ドル、2015年価格）

投資需要 年間平均 合計比（%） 投資需要 年間平均 合計比（%） 適応 緩和

電力 11,689 779 51.8 14,731 982 56.3 3 200

交通・運輸 7,796 520 34.6 8,353 557 31.9 37 –

通信 2,279 152 10.1 2,279 152 8.7 – –

水・衛生 787 52 3.5 802 53 3.1 1 –

合計 22,551 1,503 100 26,166 1,744 100 41 200

注記： – は該当なし

分野
基本予測額 気候変動調整済み予測額 気候変動関連投資（年間）

出典：「アジアのインフラ需要に応える　ハイライト」アジア開発銀行、2017年2月
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表-5 インフラ投資の予測額および不足額，開発途上加盟国25カ国，2016～2020年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 投資不足額：選定ADB開発途上加盟国*，2016～2020年 

 

４．増大するアジア太平洋地域のインフラ需要に

対するアジア開発銀行の新たな取り組み 

 

「アジアのインフラ需要に応える」と題したアジア開

発銀行の報告書では，増大するアジア太平洋地域のイン

フラ需要に対して，ADB は「事業を拡大するとともに，

より進んだ，よりクリーンな技術のプロジェクトへの適

用，そして各種手続きの簡素化を進めており，投資をし

やすくする政策とともに，規制や制度の改革を促してい

く」としている．具体的な新たな取り組みの状況につい

て以下に整理した． 

 

(1)「アジア・太平洋プロジェクト組成ファシリティ」

（AP3F：Asia Pacific Project Preparation Facility） 

2016年 1月，日本，カナダ等からの拠出を受けて，信

託基金「アジア・太平洋プロジェクト組成ファシリテ

ィ」（AP3F：Asia Pacific Project Preparation Facility）が業務

を開始した．このファシリティは，アジア・太平洋地域

の開発途上国が，市場での資金調達が可能な PPP案件の

準備，組成を支援することを目的としている．日本，カ

ナダ，オーストラリア，それぞれの政府からの 4,000 万

米ドル，2,000 万加ドル，1,000 万豪ドルの拠出を含め，

約 7,300万米ドルである． 

同ファシリティの主な目的は，デューデリジェンス

（Due diligence, 直訳では”当然の努力”）および技術的，

資金的，法律的，規制上の諸問題，さらには社会，環境

などのセーフガードについての助言提供などにより，案

件の準備について各国政府を支援するとされている．ま

た，このファシリティは能力開発や政策策定面での支援，

さらには実施中の案件についてのモニタリング，再組成

作業など案件の実施運営面の支援も併せて提供する．

AP3F により，ADB がアジアのインフラに資金を提供す

るだけに留まらず，各国政府の開発パートナーとして，

より幅広い役割を果たすようになることが期待される． 

新ファシリティは，地域協力，持続的発展，気候変動

への適応といった分野の PPP（官民連携）インフラ案件

に優先的に取り組む予定となっている． 

 

（単位：10億ドル、2015年価格）

投資需要 不足額
不足額

（GDP比%）
投資需要 不足額

不足額

（GDP比%）

合計（25カ国） 881 1,211 330 1.7 1,340 459 2.4

中国を除外した合計（24カ国) 195 457 262 4.3 503 308 5.0

中央アジアの選定国（3カ国） 6 11 5 2.3 12 7 3.1

南アジアの選定国（8カ国） 134 294 160 4.7 329 195 5.7

東南アジアの選定国（7カ国） 55 147 92 3.8 157 102 4.1

太平洋地域の選定国（5カ国） 1 2 1 6.2 2 2 6.9

インド 118 230 112 4.1 261 144 5.3

インドネシア 23 70 47 4.7 74 51 5.1

中国 686 753 68 0.5 837 151 1.2

注記： 不足額（GDP比%）は2016年～ 2020年のGDP予測額の年間平均に基づく。

現在の

推定投資額

（2015年）

基本予測額 気候変動調整済予測額

出典：「アジアのインフラ需要に応える　ハイライト」アジア開発銀行、2017年2月

（年間平均、単位：10億ドル、2015年価格）

* 対象国は、表3の開発途上加盟国25カ国から中国を除外した24カ国。将来の公的資金は50%の財政余力

があるとの推定に基づく。（ ）内の数値はGDP比。

出典：「アジアのインフラ需要に応える　ハイライト」アジア開発銀行、2017年2月
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(2) 高度技術信託基金の設立 

また，ADB は，アジア太平洋地域のプロジェクト形

成と実施における高度技術（high-level technology）の活用

を促進するため，信託基金を設立することを 2017 年 5

月に発表した．日本政府が基金の最初のドナー（２年間

で 4,000万ドル予定）である． 

この基金は，ADB が融資する政府向けおよび，民間

向けプロジェクトの発掘から実施に至るまで，プロジェ

クト・サイクル全体を通して高度な技術の活用を促進す

るため，技術協力や投資事業，技術専門家の雇用に無償

資金を提供するもので，2017年 7月に 7月に始動した．

基金設立により高度技術が ADB の開発途上加盟国にて

幅広く普及し開発問題解決に貢献することが期待される． 

本基金は，支援対象国にとって新しい技術，またスケ

ールアップが望ましい技術の導入を幅広く支援すること

により，プロジェクトの効果を向上させることを目的と

している他，事業の運営管理を通じて，支援を受ける国

自身の技術力が高まることも期待される．本基金は，フ

ィージビリティ・スタディ，詳細設計，技術移転，政策

アドバイス，パイロット事業等に活用できる． 

ADB は今後，気候変動，スマートグリッド，エネル

ギー大量蓄電技術，省エネ技術，再生可能エネルギー，

高速道路料金システム，高度道路交通システム（ITS），

大量輸送交通システム，スマートシティ， 廃棄物発電

技術，海水淡水化技術，およびリモートセンシング技術

などの領域における高度な技術の導入を促進する予定で

ある． 

 

(3) 調達制度の改善 

今後も増大するアジア太平洋地域のインフラ需要に対

応を想定し，アジア開発銀行は，調達に関する制度の改

革を進めている．2017 年 6 月に”Procurement Guidance 

Notes: Balue for Money”を発表し，今後，調達の原則に従

来のEconomy（経済性）, Efficiency（充足性）, Fainess（公

平性）, Transparency（透明性）の原則に対し，新たに

Quality（品質）と Value for Money（金額に見合う価値）

を加えることを発表した．新たな制度の詳細はまだ発表

されていないが，日本政府が進める質の高いインフラの

観点からの調達が実施されることになると期待される．

ADB の担当部局へのヒアリングを実施し，新たな制度

の詳細を把握する必要がある． 

 

５．アジア開発銀行融資プロジェクトにおける日

本企業等の受注実績 

 

一方で，ADBが融資した案件に対して日本企業がど

の程度参入しているかを，ADBが発表した資料をもと

に整理した．ここで使用したデータは，松尾隆ADB駐

日代表が国際建設技術協会で講演された内容をもとに整

理したものである． 

まず，2016年１年間にADBが融資したプロジェクト

における調達額は，資機材・土木工事関係で 80.3億ドル

（約 9,000億円，契約数約 5,000），コンサルティング業

務で 6.1億ドル（約 700億円，契約数約 3,000）であった．

そのうち，日本企業（個人を含む）による受注額は資機

材・土木工事関係で 0.63億ドル，コンサルティング業務

で 0.28 億ドルで，それぞれのシェアは 0.8％，4.8％であ

る（表-6）． 

1967年から 2016年までの 10年毎の日本企業受注額シ

ェアの変化を図-3に示す．資機材・土木工事関係では，

50年前は 40％を越えシェアを有していたが，最近の 10

年ではわずか 0.54％にまで低下している．コンサルティ

ング業務では，10％を越えていたシェアは最近の 10年

では 4％となっている．コンサルティング業務について，

最近 5年間の日本企業の受注額（シェア）を示したのが

表-7である．それによれば，2013年には 2％を切るレベ

ルまで低下したが，その後は増加の傾向にあり 2016年

は 5％弱まで回復した．日本国内のコンサルティング業

界における海外市場拡大の動きが出てきているものと考

えられる． 

表-6  ADBプロジェクトの国別受注額:2016年 

資機材・土木工事等 

順位 国名 金額（US$M) 比率 

1 中国 2371.33 29.5% 

2 インド 1915.93 23.8% 

3 バングラデシュ 580.69 7.2% 

4 パキスタン 487.59 6.1% 

5 ベトナム 435.87 5.4% 

17 日本 63.79 0.8% 

総額 8038.21 100.0% 

コンサルティング業務 

順位 国名 金額（US$M) 比率 

1 韓国 66.31 10.8% 

2 英国 51.66 8.4% 

3 オーストラリア 48.75 8.0% 

4 インド 38.07 6.2% 

5 フィリピン 30.53 5.0% 

6 日本 28.08 4.6% 

総額 612.46 100.0% 

 
図-3  ADB案件：日本企業等のシェアの変遷 
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表-7  ADB案件コンサルタント契約額（2012-16年） 

単位：百万ドル 

項目  ・   年 2012 2013 2014 2015 2016 

コンサルタント契約額 574.84 504.86 555.31 637.39 612.45 

ローン 306.37 182.03 243.95 343.23 294.06 

グラント 91.20 91.85 102.99 91.03 90.31 

技術協力 177.27 230.98 208.37 203.13 228.08 

日本企業・個人受注額 17.78 9.78 15.08 28.86 28.08 

比率(％) 3.09% 1.94% 2.72% 4.53% 4.58% 

ローン 13.59 8.06 1.84 24.37 19.39 

グラント 1.39 0 0.38 0.04 3.32 

技術協力 2.8 1.72 12.86 4.45 5.36 

 

表-8  ADB案件：コンサルタント受注実績日本企業上位

会社（2012-16年の 5年間の合計） 

単位：百万ドル 

会社名 分野 契約金額 

片平ｴﾝｼ゙ ﾆｱﾘﾝｸ゙ ･ｲﾝﾀー ﾅｼｮﾅﾙ 交通・運輸 25.42 

日本工営 農業・天然資源，ｴﾈﾙｷ゙ ｰ，

水資源その他の都市ｲﾝﾌﾗ 

21.45 

パデコ 産業・貿易，公共セクター
管理，交通・運輸 

11.41 

長大 交通・運輸 10.37 

ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 農業・天然資源，金融，交

通・運輸 

10.26 

個人ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  5.60 

その他  22.47 

合計  106.98 

 

６．その他関連情報の整理 

 

(1) 日本のインフラシステム輸出戦略 

 日本政府は，我が国企業が 2020 年に約 30 兆円（2010

年実績約 10 兆円）のインフラシステムを受注すること

を目指し，成長戦略の柱とする「インフラシステム輸出

戦略」を策定している．平成 29 年 5 月には，その改訂

版を発表した．改訂された戦略では，これまで実施して

きた取り組みに加えて，以下に示すような，企業の競争

力強化や人材育成，PPP やメンテナンスといったインフ

ラ・マネジメント案件への対応といった施策の実施が強

く謳われている． 

✓ 質の高いインフラ投資の推進，過去のインフラ案件

から得られた教訓の共有，現地インフラ事業に携わ

る人材の育成のほか，将来に亘って国際競争力を維

持・強化できる産業の育成 

✓ わが国企業によるインフラ受注の効率的かつ効果的

な実現を進める観点から，①相手国の開発計画や政

策基本方針等政策の「最上流段階」における関与，

②都市基盤，産業基盤，それらを結ぶ交通基盤を含

めた総合的な「面的開発」への我が国の経験を活か

した案件形成含む積極的関与，③PPP 案件や，メン

テナンスを始めとする「インフラマネジメント」へ

の対応等を推進する． 

✓ 企業の競争力強化を掲げ，異業種との連携強化，政

府間対話等を通じた相手国との関係強化，法制度等

ビジネス環境整備と併せて，公的金融による資金調

達支援，現地人材の育成支援を行う． 

✓ PPP 事業の立案，事業選定，資金調達の助言機能強

化の動きがみられるアジア開発銀行等の MDBs との

連携強化 

また，コンサルティング業界に関連する新規施策とし

て，例えば次のような施策が示されている． 

✓ 案件組成初期段階からの我が国企業に対するコンサ

ルティグ体制強化 

✓ コンサルティング企業等の機能強化（人材確保・育

成， 業務効率の改善，産業界とコンサルティング企

業の知見共有を含む連携） 

 

(2) 国土交通省インフラシステム海外展開行動計画 2017 

 国土交通省は，日本政府全体の「インフラシステム輸

出戦略」を前提に，国土交通関連分野の取り組みを深堀

りするとともに，海外展開の更なる拡大に向けて重要な

点を明確化した「インフラシステム海外展開行動計画

2017」を平成 29 年 3 月に発表した．その要点は次のよ

うにまとめられている． 

✓ 熾烈化する受注競争に勝つための我が国の競争力の

強化（総合力・価格面での対応力・スピード面での

対応力の強化） 

✓ インフラシステム海外展開の推進体制の強化 

✓ インフラシステム海外展開のにおける民間資金の一

層の活用 

✓ 新技術等を活用した新たなインフラ海外展開に向け

た取組 

✓ 国土・地域開発計画やマスタープラン等の上流計画

形成への積極的関与 

✓ 他国と連携した第三国への取組みの推進 

「質の高いインフラ」をより強力に海外展開していく

ために，技術力や履行能力等の質の高さを確実に評価で

きる契約方式の普及も施策として取り上げられており，

相手国に対する WCS*等の契約方式の提案・普及も進め

ることとしている． 

この行動計画 2017 に示されている「今後 3～4 年間に

注視すべき主要なプロジェクト」76 件の分野別内訳を

表-9 に示す．鉄道・道路・空港・港湾といった交通・運

輸分野のプロジェクトがほとんどで他の分野のプロジェ

クトはわずか 4件となっている．また，主要プロジェク

* WCS(Wrap-up Construction Service) 

技術力等により工事請負事業者を決定し，設計段階から参

画させることにより設計を合理化し，コストの低減や工期

の短縮，着工後の手戻りの防止等を図る契約方式 
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トは 36 カ国に分布するが，ミャンマー，ベトナム，イ

ンドネシア，フィリピンなど ASEAN 諸国やインド，ス

リランカ，パラオなどのアジア・太平洋諸国で 49 件と

なっている． 

表-9  国土交通省「インフラシステム海外展開行動計画

2017」に示された注目プロジェクト 76件の分野別内訳 
鉄道 道路 港湾 空港 下水 海岸 地下街 計 

30 20 12 10 2 1 1 76 

 

(3) アジアインフラ投資銀行による融資状況 

 2016 年に設立されたアジアインフラ投資銀行(AIIB)は，

2017年 12月までに 34件の案件に融資を決定した．それ

らの融資状況をみると，AIIB 単独による融資はほとん

どなく，世界銀行(WB)や国際金融公社(IFC)などの他の

国際融資機関と共同で融資，いわゆる協調融資によるも

のがほとんどである．また，協調融資案件のほとんどは

他の機関が主となって実施している．AIIB は当面こう

いった協調融資を中心に活動するものと考えられるが，

実績・経験を積み重ねることによって，自らが主体とな

った融資への転換も想定されることから，AIIB の今後

の動きには注意が必要と考える． 

表-10 AIIB融資採択案件の分野別国別内訳 

（2017年 12月まで） 
        分野 

 

 

 

国 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

交
通 

通
信 

水 廃
棄
物 

マ
ル
チ 

計 

エジプト 11      11 

インド 2 2    1 5 

インドネシア    1 1 1 3 

オマーン  2 1    2 

バングラデシュ 2      2 

パキスタン 1 1     2 

タジキスタン 1 1     2 

アゼルバイジャン 1      1 

中国 1   1   1 

フィリピン    1   1 

ジョージア  1     1 

ミャンマー 1      1 

アジア‘（基金）      1 1 

計 19       

出典：AIIBウェブサイト 

 

(4) TPP他経済連携の動向 

2017年 1月に就任した米国トランプ大統領は，1月 23

日，公約に挙げていた TPP から離脱するための大統領

令に署名した．関連情報の最後に，大統領令署名後の

TPP に係る動向と，同様な経済連携に関する動向を整理

しておく． 

✓ 1 月 24 日，チリの外務省はアメリカ抜きの新たな経

済連携の可能性を探るため，TPP の参加国に加え，

中国や韓国，それにコロンビアに閣僚級会合の開催

を呼びかけ． 

✓ アメリカを除く TPP参加 11か国は 5月，ベトナムの

ハノイで閣僚会合を開き，TPP の早期発効に向けて

検討することで合意． 

✓ 7 月から 11 か国による高級事務レベル会合を重ね，

11 月 11 日，ベトナムのダナンで開催された 11 か国

による閣僚会合において，当初の協定でアメリカの

要求に沿う形で盛り込まれた知的財産の分野など一

部の項目については「凍結」することで，協定の内

容を大幅に修正せずに大筋合意にこぎつけた． 

✓ 日本政府は協定の早期発効に向けて，2018 年 3 月上

旬までに署名式を行うべく各国と調整を進めている

が，11 か国のうちカナダは，自国の文化を保護する

ための例外措置が認められていないことなどから，

正式合意に難色を示している． 

✓ これに対し日本政府は，アメリカの将来的な TPP へ

の復帰を促すためにも，協定の早期発効は欠かせな

いとしてカナダの説得を続けているが，不調に終わ

った場合には，カナダを除く 10か国で署名に踏み切

ることも視野に各国と調整を進める方針である． 

 

一方で，日本は 2017年 7月に EU（ヨーロッパ連合）

との EPA（経済連携協定）で大枠合意している．日本

と EUの EPAの規模は，世界全体の GDPのおよそ 28％

と，大型の経済連携協定となっている． 

さらに，このほかにも RCEP（東アジア地域包括的経

済連携協定）の交渉も進めている．RCEP には，中国や

インド，オーストラリアのほか，ASEAN 加盟国など合

わせて 16 か国が参加しており，実現すると人口では世

界の約半数にあたる 34億人，GDP合計は世界の約 26％

の大規模な経済連携協定になる． 

日本政府は，こうした経済連携協定を相次いで実現す

ることで自由貿易を柱とした経済成長につなげる方針で

ある． 

 

７．平成 30年度の研究方針 

平成 28年に始まったこの研究は，次年度平成 30年に

最終年を迎える．今期はまず，アジア通貨危機のインフ

ラ市場あるいはコンサルティング業界への影響について，

具体の円借款プロジェクトやADB融資プロジェクトの

実態を詳細に把握した．2年間の研究を通じ，研究開始

前に懸念として捉えていたアジア経済危機のインフラ市

場あるいはコンサルティング業界への影響は短期的なも

のであり，その度合いも想定していたほどの規模ではな

いことが明らかとなった． 

ADBが発表したアジア太平洋地域のインフラ需要の

予測結果からは，インフラ需要の伸びは著しく，電力・

交通・運輸といった分野を中心に，2030年まで毎年 1.7
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兆ドルの投資が必要である．公的資金の投入には限界が

あり，民間投資額を大幅に増やすことが必要で，PPPを

活用したインフラ・プロジェクトを実現するために法制

整備などの関連分野での改革が求められる．このように

増大するインフラ需要に対して，ADBでは新たな取組

みとして，事業の拡大だけでなく，品質の高いプロジェ

クトやPPPインフラ案件への投資拡大に向けた制度改革

が行われつつある． 

ADBプロジェクトに対する日本企業の参入は年々縮

小の傾向にあり，シェアは非常に小さい．しかし，コン

サルティング業務では 3年ほど前から日本企業の参入が

若干ながら増える傾向になっている．これは，日本政府

が進めるインフラシステム輸出戦略の成果と考えられる

が，その規模はまだまだ小さい． 

日本のインフラシステム輸出戦略では，従来の施策に

対し，企業の競争力強化・コンサルタントを中心とした

人材育成が大きな課題として挙げられ，積極的な取組み

が始まっている． 

この２年間の研究・調査を受け，最終年となる次年度

は，JICA，ADBを初めとする国際援助機関の中長期的

な援助政策をレビューした上で，インフラ市場の動向，

日本企業の参入状況等を把握し，今後の我が国のコンサ

ルタントの優位分野への適応性を掘り起こしていきたい

と考える． 
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A STUDY ON ADAPTATION STRATEGIES ON IMPACTS OF ASIA REGION’S 

SOCIO-ECONOMIC CHANGES ON INFRASTRUCTURE MARKET 

 

Ken-ichi TSUKAHARA, Masato TOYAMA, Masahiko TAKAHASHI,  

Kazuhiro NAKAMURA and Takamichi OOI  

 
During the second year of the study, the following studies were conducted; 1) a review of  the project 

level impacts by the Asian Economic Crisis in 1997, 2) a review of infrastructure needs in the Asia-

Pacific Region, 3) new actions in ADB for increasing infrastructure needs, and 4) participation of 

Japanese companies in ADB financing projects. Related information is also reviewed such as Japanese 

strategy for export of infrastructure system, projects approved by AIIB and current situation of TPP and 

other economic partnership agreements. Impact of the Asian Economic Crisis in 1997 was small and in 

short term. Infrastructure needs in the Asia-Pacific Region are 1.7 trillion US dollars per year according 

to the ADB report. Public finance is limited and private investment in infrastructure needs to be increased. 

To meet their potential, they need to be structured within a regulatory and institutional environment 

conducive to private investment and better project preparation capabilities. On the other hand, the scale of the 

overseas development of the Japanese company is very small, and reinforcement of their competitiveness and 

personnel training for consultants are raised as big challenges. 
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わが国の社会環境の変化を背景にした，人々の様々な移動需要に対応する手段の選択肢として期待され

るものとして，パーソナルモビリティ(PM)と呼ばれる多様なモビリティが実現してきている．しかしなが

ら，現行の法制度では，公道を走行できない多様なモビリティが存在するのが実情である． 

本論文は，このような課題について技術的な解決を目指し，多様なモビリティに道路空間を配分するた

めの手順について，ひとつの考えを論ずるものである．  

 

 Key Words : personal-mobility, road space allocation, classification by mobility speed 

 

 

1. はじめに 

わが国の道路空間の議論は，戦後急激に進展したモ

ータリゼーションを背景とし，増加する自動車交通への

対応を優先し，自動車の通行に重点を置いた空間構成が

形成され，現状に至っていると考えられる． 

一方，わが国は，人口減少や高齢化に伴い，熟年高

齢運転者の事故，公共交通の継続が困難な地域における

生活を支える移動の確保等，高齢化が進展する中の交通

や移動が，大きな社会的課題のひとつとして認識されて

いる[1]．また，IT技術の進展と普及浸透は人々の生活行

動の多様化をもたらし，人々の移動の生起そのものや移

動目的，頻度，距離や手段等の需要の変化に影響してき

ていると考える．更に，通信インフラとスマートフォン

等のデバイス技術と多様なアプリケーションに支えられ

たシェアリングサービス[2]等の実現や，若年層の運転免

許取得意向の弱まり等の意識変化により，自動車販売需

要の減少が予想され，これまでの自動車利用は大きな転

換点にあると考える． 

このような，社会背景やニーズ変化の中において，

近年のバッテリー技術向上や１人・２人乗りの車両等の

多様なモビリティ（２.に詳述）の出現が相まって，

人々の移動手段は，多様な選択の実現性が高まってきて

いる．しかしながら，現状の限られた道路空間における

空間構成において，これらの多様なモビリティを受入れ

る議論は進み,車両の保安基準緩和[3]等の普及を図る取

組みが存在するものの，未だ準備が整っていない状況で

ある． 

本研究は，こうした問題意識の下に，嶋本他(2017)1)

による，このような議論の必要性の指摘を踏まえ，新た

なモビリティの普及の可能性を背景とした，通行空間に

関する検討，つまり，「何が，どこを走るべきか，どう

分けるべきか」を検討するために，技術的側面を中心に

した検討手順の一例を示すことを目的とする．なお，現

状において詳細を踏まえることができていない点につい

ては，課題として提示することを目指す． 

本論文の構成は，２章で本稿で対象とする範囲を示

した上で，３章では，モビリティの分類や組合せを速度

帯に着目し提案する．４章では，それらのモビリティの

投入を議論するために道路空間のとらえ方と投入方法の

分類を示す．５章では，ケーススタディとして特定の空

間構成の道路を想定し，モビリティを投入することの実

現可能性を検証し，６章で，全体を取りまとめる． 

 

2. 研究対象 

まず，本稿で対象とする範囲として，「モビリテ

ィ」の用語の定義をおこない，対象とする道路を規定す
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る． 

(1 ) モビリティ（乗り物） 

「モビリティ」は，自動車や公共交通などの文脈で，

移動手段，乗り物，交通（システム）などの意味で用い

られることが多い．本研究において取扱う「モビリテ

ィ」は，「乗り物」に限定した意味で用いることとする．

さらに，現時点，公道を通行することができる，自動車，

自動二輪，自転車等を「既存のモビリティ」と呼び，近

年，我国の公道においては，必ずしも通行が認められて

いないものも含むが，製品化が進む，新たなモビリティ

（表１例示）を「多様なモビリティ」と呼ぶこととする． 

(2) 幹線道路 

まず，歩道と車道の区別があり，車道に複数の車線

があるような幹線道路と呼ばれるような一般道を対象に

考える．ここでは，まず，直線の通行のみを対象とし，

様々な種類の道路を経路として利用するネットワーク性

の考慮や，交差点部の右左折，分合流箇所等の交通運用

の詳細や，駐車等についての議論は，対象から外して考

える． 

 

3. モビリティの分類・組合せ 

本章では，モビリティの分類や組合せを速度帯に着

目し提案する． 

(1) 速度帯による分類 

「多様なモビリティ」について，最高速度を用いて，

鎌田(2016) 2)等の分類を参考にし，表１のような速度帯

による分類を提案する． 

まず，高速帯のモビリティとしては，３輪または４

輪の１から２名が乗車できる i-ROAD(トヨタ)やニューモ

ビリティコンセプト（日産）等のモビリティが該当する．

次に，中速帯のモビリティは，電動小型低速

PM(Personal Mobility)と呼ばれる，ゴルフカーG31Eps

（ヤマハ）や，立乗り型 PM と呼ばれる，Segway PTi 等

のモビリティが該当する．最後に，低速帯は，立乗り型

PMと呼ばれる，Winglet(トヨタ)や，移動支援型 PMと呼

ばれる UNI-CUB β（ホンダ）等が該当すると考える（こ

こで列挙した具体のモビリティ名称は例示であり，他に

も同様の物が存在し限定するものではない）． 

表１ 速度帯によるモビリティの分類 

分類 速度目安 モビリティ例 備考 

高速帯 ～60km/h 
i-ROAD 

ﾆｭー ﾓﾋ゙ ﾘﾃｨｺﾝｾﾌ゚ ﾄ 
 

中速帯 
30km/h程度 

10～20km/h 

ﾔﾏﾊｺ゙ ﾙﾌｶｰG31EPs 

Segway PTi 

PM32) 

PM22) 

低速帯 ～6km/h 
Winglet 

UNI-CUB β,Whill 
PM12) 

 

これら，速度帯による分類に加えて，モビリティの

幅についても，考慮し分類する必要がある．この点は，

５．ケーススタディ において例示し詳細を言及するこ

ととする． 

 (2) 安全性の考慮 

なお，本研究においては，簡便な方法として，速度

帯のみによる分類を提案しているが，安全性の観点から

はモビリティの挙動特性として加速・減速性能，方位転

換・旋回性能，追抜き・すれ違い時の横方向距離等のデ

ータ取得や，衝撃性（重量×最高速度）等について分析

の上，類似のものを分類し，組合せることが必要である

ことを認識している．このような，実証データを取得し

分析した研究は，江守他(2009)3)・西内他(2012)4)等のセ

グウェイの挙動を扱ったものや，井ノ口他(2017)5)によ

る超小型モビリティの走行特性を扱った研究事例はみら

れるが，未だ事例が少ない状態である． 

さらに，個別の多様なモビリティの特性を踏まえた

うえで，既存のモビリティも含め多様なモビリティ相互

の組合せを踏まえた比較による安全性の検証が重要と考

える． 

 

4. 道路空間とモビリティ 

本章では，モビリティの投入を議論するために，道

路空間の構成と交通状況をふまえ，どの程度の空間を確

保できるのか，そしてその空間に存在する交通を考慮し，

どのような方法で新たなモビリティを投入するかについ

て，考え方を提示する． 

(1) 道路空間余裕 

モビリティの通行する道路空間を考えるにあたり，2

段階に分けて考える． 

a)第１段階：静的空間余裕 

まず，最初の段階は交通がない状態において道路の

静的な空間余裕を考え，既存の空間構成を変更（この場

合，新たな空間を追加することを主に想定）できるもの

か否かを判断する．つまり，本研究で対象とする幹線道

路（歩道と車道の区別があり，車道に複数の車線がある

ような一般道）のように空間に余裕・余地がある場合と，

細街路のように，歩道と車道が段差や縁石等によって構

造的に区分されていない状態や，双方向通行である場合

でも対向車線との区画線が記されていないような，空間

に余裕・余地がない場合が存在する． 

b)第２段階：交通空間余裕 

次に第２段階として，空間構成を変更（追加）でき

そうな道路において，現実には，その道路を利用する交

通を考慮する必要があるため，例えば，交通量が多い日
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や時間帯を基準として，例えば，多様なモビリティ専用

の通行に供するために片側２車線を１車線に減少するこ

とができるか，否かを判断することが必要となる．この

ためには，どの程度の交通量であれば，既存の交通の空

間を減らす（車線を減らす）ことが可能であるか，道路

種別や沿道等の属性を考慮した交通密度の基準値の設定

についても，検討が必要と考える． 

このような，段階を踏まえ，例えば道路区間の空間

余裕に応じたモビリティの投入方法を，検討する必要が

あると考える． 

(2) モビリティ投入方法 

本研究では，「既存のモビリティ」が存在する道路

空間に，新たな「多様なモビリティ」が加わることを，

道路空間へのモビリティの投入，と呼ぶこととする． 

国土交通省は，社会資本整備審議会道路分科会建議6)

の中で，「人とクルマのベストミックス～高度な道路交

通を実現する～」を政策の方向性のひとつに掲げ，その

中で，「幹線道路など骨格となるネットワークについて，

必要な整備・強化を着実に進めるとともに，自動車，歩

行者，自転車等を分離し，誰もが遠慮せず快適・安全に

走行・通行できるよう整備すべきである」という「分

離」の方向性と，「一方，駅周辺や集落内の幅員の狭い

道路においては，「人間重視」の空間とすることを念頭

に置き，従来の「分離」に加え，自転車や低速モビリテ

ィなど交通手段の多様化への対応や公共交通との共存と

ともに，限られた空間での効用の拡大を目指し，「混

在」の考え方も導入すべきである．」という方向性を示

している． 

これらの考え方も踏まえ，３．モビリティの分類・

組合せ で記したように，速度帯によって分類したモビ

リティの組合せが，どのような道路空間に投入されるか

を，本研究では「分離」，「追加」，「混在」に3分類

の投入方法の定義を以下で試みる． 

a) 分離 

「分離」とは，(1)道路空間余裕 において記したよ

うに，交通を考慮しても充分な余裕があり，特定の速度

帯の新たなモビリティの組合せを，既存のモビリティが

通行しない単一空間あるいは車線等のレーンに投入する

方法と定義する． 

b) 追加 

次に「追加」は，特定の速度帯の新たなモビリティ

の組合せを，既存のモビリティが通行する同一の速度帯

の空間あるいは車線等のレーンに投入する方法と定義す

る．つまり，同一の空間あるいは車線等のレーンに，既

存のモビリティと新たなモビリティが共存する状態とな

る． 

c) 混在 

最後に「混在」は，不特定の速度帯の新たなモビリ

ティが，不特定の速度帯の既存のモビリティが通行する

空間等に投入する方法と定義する．つまり異なる速度帯

の多種多様なモビリティが同一の空間に共存する状態と

なる．この「混在」の具体例として「多種類のモビリテ

ィが混在する中で，標識や信号，横断歩道，中央線など

をなくすことで，歩行者や車の自主性を高め，アイコン

タクトをしながら通行するよう促すことで，交通の安全

性が向上する」と考えるシェアド・スペース（Shared 

Space）という考え方がある(Hans Monderman（1945-2008,

蘭）)．これと同様に国内においても，「新しいモビリ

ティの走行空間について，分離の思想による走行空間確

保は難しく，混在させて自動車が遠慮する道のネットワ

ーク化が必要」と考える研究者も存在する（石田

(2016)7））． 

(1)道路空間余裕 の各段階による分類と，投入方法

を整理すると，下表のようになると考えることができよ

う．ただし，これらは，単一の区間の道路断面全体を一

括して評価するのではなく，静的空間余裕ありの場合に

おいては，断面を構成する車道の車線や歩道あるいは自

転車歩行者道等の各断面単位で確認することが必要であ

る． 

表２ 空間余裕と投入方法の関係（例） 

第１段階 

静的空間余裕 

第２段階 

交通空間余裕 

 
投入方法 

あり 

（幹線道路） 

あり → 分離 

なし → 追加 

なし 

（細街路） 

あり → 追加・混在 

なし → 混在 

 

(3) モビリティの幅 

次に，３．モビリティの分類・組合せ において速

度帯で分類した多様なモビリティについて，通行可能な

レーン等の幅を検討するために，既存のモビリティの幅

とモビリティの通行に必要な幅について，整理する．こ

こで「幅」は，モビリティ等の幅を指し，「占有幅」は，

側方余裕を両側に考慮した幅を指す．つまり，『占有幅

＝幅＋（（片側）側方余裕×２）』の関係式で表現でき

る． 

このような考えのもとで，まず，既存のモビリティ

等を対象に，歩道や自転車歩行者道を通行するモビリテ

ィと，車道を通行するモビリティについて，表３に整理

する．ただし，車道のモビリティの占有幅については，

道路の規格により異なる車道の幅員を記し，側方余裕に

ついては，占有幅とモビリティ幅の差を記している． 
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5. ケーススタディ 

図１に示すような断面構成の都市部の幹線道路（幅

員25m:4車線＋歩道）を対象に，車道と歩道における

「分離」と「追加」のいくつかのケースについて，実現

可能性を机上検討する．全体結果の概要を表４に示し，

各ケースの内容を(1)～(3)に詳述する． 

(1) 車道・分離（中速帯） 

車道部片側幅員（6.5m）のうち，第 1車線を中速帯の

立乗り型 PM（セグウェイ）と電動小型低速 PM（ゴルフ

カー）を「分離」で投入する可能性について検討する． 

初期条件で第 1 車線の幅員 3.25m であるものを，第 2

車線から 0.25m譲り受け，幅員を 3.50m（=3.25m+0.25m）

に調整して考える． 

第 1 車線（3.5m）の幅員において，自転車（幅 0.6m,

片側余裕 0.2m（表 3 参照））より余裕を確保して立乗

り型 PM（セグウェイ（幅 0.5m,片側余裕 0.25m））を投

入する（占有幅 1.0m）．そして，残りの占有幅 2.5m 内

に電動小型 PM（ゴルフカー（幅 1.3m,片側余裕 0.6m））

を投入することができると考える．中速帯のモビリティ

通行のために分離した第１車線で，２種類のモビリティ

の走行空間を区分する実現可能性が高いことが確認でき

たと考える（表５参照）． 

(2)車道・追加（中速帯） 

車道部片側幅員（6.5m）のうち，第 1車線の左（外）

側に中速帯の 1)立乗り型 PM（セグウェイ）と 2)電動小

型低速 PM（ゴルフカー）を「追加」で投入する可能性

について検討する．(1)と同様に初期条件で第 1 車線の

幅員 3.25mであるものを，第 2車線から 0.25m譲り受け，

幅員を 3.50m（=3.25m+0.25m）に調整して考える． 

a) 立乗り型PM 

第 1車線の幅員において，自転車より余裕を確保して

立乗り型 PM（セグウェイ（幅 0.5m,片側余裕 0.25m））

を投入する（占有幅 1.0m）．そして，残りの占有幅

2.5m 内に，既存のモビリティの例として小型自動車

（幅 1.7m,片側余裕 0.4m））を投入することができるの

ではないかと考える．既存のモビリティが通行する第１

車線に，中速帯のモビリティの立乗り型 PM を，現制度

の原動機付自転車と同様の車線の左側通行するように追

加することについて，実現可能性が高いことが確認でき

たと考える（表６参照）． 

b) 電動小型低速PM 

第 1 車線（3.5m）の幅員において，1)と同様に小型自

動車の通行する幅員を確保した状態で，電動小型低速

PM（ゴルフカー（幅 1.3m））を投入した場合， モビリ 

表３ モビリティの通行に必要な幅 

 モビリティ 幅 占有幅 
側方余裕 

（両側計） 備考 

歩
道
等 

人 0.50 0.75 0.25 
道路構造令の
解説と運用 

車椅子 0.63 1.00 0.37 同上 

杖使用者 0.90 1.20 0.30 同上 

ｼﾆｱｶー  0.70 1.00 0.30 同上 

自転車 0.60 1.00 0.40 同上 

車
道 

原動機付 
自転車 

1.30
以下 

― ― 
道路運送
車両法 

軽自動車
（二輪自動車） 

1.30
以下 

車道幅員 
2.75～3.50 

1.45～
2.20 

同上 

軽自動車 
1.48
以下 

車道幅員 
2.75～3.50 

1.27～
2.08 

同上 

小型自動車 
小型乗用車 

1.70
以下 

車道幅員 
2.75～3.50 

1.05～
1.80 

同上 

普通自動車 
ﾊ゙ ｽ･ﾄﾗｯｸ等 

1.70
超 

車道幅員 
2.75～3.50 

1.05～
1.80 

同上 

 

図１ 都市部の幹線道路（断面構成イメージ） 

表４ ケーススタディ概要 

道路位置 投入 速度帯 PM種類 実現可能性 

(1) 

車道 

第1車線 

分離 中速 
立乗り 

電動小型低速 

高い 

（表５） 

(2) a) 

車道 

第1車線 

追加 中速 立乗り 
高い 

（表６） 

(2) b) 

車道 

第1車線 

追加 中速 電動小型低速 
低い 

（表７） 

(3) 

歩道 
追加 低速 移動支援 

高い 

（表８） 

表５ 車道・分離（中速帯） 

初期条件 
車道6.50 

第1車線3.25 第２車線3.25 

調整後 3.50 3.00 

(1)分離 

中速帯 

立乗り

PM 

電動小型低速 

PM 
小型自動車 

占有幅 1.00 2.50 (3.00) 

幅 0.50 1.30 1.70 

片側余裕 0.25 0.60 0.65 

(m) 

(m) 
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ティの幅の合計値が 3.0m（=1.3m+1.7m）であり，片側余

裕を均等に 0.125mしか確保することができない． 

このことから，既存のモビリティが通行する第１車

線に，ゴルフカートを車線の左側に追加することについ

て，実現可能性が低いことが確認できたと考える（表７

参照）． 

(3) 歩道・追加（低速帯） 

歩道部（植樹帯を除く）片側幅員（4.0m）に低速帯の

移動支援 PM[4]を（Whill: 長さ 98.5cm ,幅 55cm）「追

加」で投入する可能性について検討する． 

歩道部（4.0m）の幅員の車道側に移動支援 PM（Whill

（幅 0.55m））を投入した場合，車椅子（幅 0.63m，占

有幅 1.00m（表 3 参照））と同様の占有幅を確保すると

した場合，片側余裕を 0.225m確保することができる． 

移動支援 PM の通行空間を確保した残りの幅員

（3.0m）で，人（幅 0.50m，占有幅 0.75m（表 3参照））

を４列分確保することができ歩行者交通量がある程度存

在する箇所においても，移動支援 PM の走行空間を区分

する実現可能性が高いことが確認できたと考える（表８

参照）． 

表６ 車道・追加（中速帯：立乗り型 PM） 

初期条件 
車道6.50 

第1車線3.25 第２車線3.25 

調整後 3.50 3.00 

(2)追加 

中速帯 

1)立乗

りPM 
小型自動車 小型自動車 

占有幅 1.00 2.50 (3.00) 

幅 0.50 1.70 1.70 

片側余裕 0.25 0.40 0.65 

表７ 車道・追加（中速帯：電動小型低速 PM） 

初期条件 
車道6.50 

第1車線3.25 第２車線3.25 

調整後 3.50 3.00 

(2)追加 

中速帯 

2)電動小

型低速PM 
小型自動車 小型自動車 

占有幅 ― ― (3.00) 

幅 
1.30 1.70 

1.70 
3.00 

片側余裕 0.125 (= (3.5-3.0)/4) 0.65 

表８ 歩道・追加（低速帯） 

初期条件 歩道4.00 

(3)追加 

低速帯 
人×４ 移動支援PM 

占有幅 3.00(=0.75×4) 1.00 

幅 2.00(=0.50×4) 0.55 

片側余裕 0.5(=0.125×4) 0.225 

6. まとめと今後の課題 

本稿では，多様なモビリティを道路空間に投入する

場合，「何が，どこを走るべきか，どう分けるべきか」

空間を配分するための検討手順について論ずることを目

的に，現状において詳細を踏まえることができない点を

課題として提示しつつ，道路空間とモビリティ投入の検

討プロセスの概念を提案し，ケーススタディでモビリテ

ィの投入方法の幾つかについて，実現可能性を机上検討

した． 

今後の課題として，次の４点を指摘しておきたい．

まず１点目は，３．(2) 安全性の考慮 に記載したよう

に，多様なモビリティの挙動特性を把握すること，その

上で，各モビリティ間の走行性を考慮したうえで，モビ

リティの組合せを定める必要がある． 

２点目は，４．(1) b)第２段階：交通空間余裕 に記

載したように，空間余裕を規定するためには，どの程度

まで既存のモビリティの交通密度の上昇（走行速度の低

下）が許容されるか，基準を設ける必要がある． 

次に３点目は，本稿で対象とした幹線道路だけでな

く，細街路のように空間に余裕がない場合において，多

様なモビリティが追加や混在によって投入されることを

考慮する必要がある．それらを想定すると，本稿で扱っ

たモビリティの分類・組合せの議論の枠組みでは，困難

である．交通密度の程度や速度の低いモビリティを基準

として，どの程度までの相対的な速度差が供用されるか

等について，研究が必要である．  

最後に４点目として，本稿では幹線道路と呼ばれる

ような一般道で，直線の同一方向の単路区間における通

行だけを対象にしているが，今後は交差部における右左

折，分岐や合流，更に，たまり空間等についても，研究

が必要である． 

刻々と状況が変化する，多様なモビリティの普及に

関る道路交通の制度等を検討する機会において，本稿が

一助となれば幸いである． 

 

注釈 

[1] 例えば，「高齢者の移動手段確保に関する検討会（国土交

通省）」，「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会

議（警察庁）」等，関係省庁においてこれらのテーマについ

て検討が行われている． 

[2] シェアリングエコノミー（Sharing economy,共有経済）と

同義で用いられることもある．場所・乗り物・モノ・人・お

金などの遊休資産をインターネット上のプラットォームを介

して個人間で貸借や売買，交換することでシェアしていくサ

ービスのこと．ここでは，「カーシェア」や「ライドシェ

ア」を対象に含めて記している． 

[3] 例えば，超小型モビリティ（軽自動車よりも小さい乗車定

員が２人程度の自動車）の一部の基準を緩和し，公道走行を

可能にするための認定制度の申請者を，地方公共団体等に限

定していたものを，自動車メーカー等に拡大する等の制度改

(m) 

(m) 

(m) 
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正が行われている(2018.1国土交通省自動車局)． 

[4] 移動支援型 PM（搭乗型移動支援ロボット（国土交通省））

については，身体の障害により歩行が困難な者が，長さ 120，

幅70，高さ109cm以内，速度６km/h以下のモビリティを利用

する場合，現行のシニアカーと同様の扱いとなり，国家公安

委員会認定を取得することで，「歩行者扱い」となる． 

[道路交通法]（定義） 

第２条 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，

それぞれ当該各号に定めるところによる． 

十一の三 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困

難な者の移動の用に供するための車いす（原動機を用いるも

のにあっては，内閣府令で定める基準に該当するものに限

る．）をいう． 

３ この法律の適用については，次に掲げる者は，歩行者と

する． 

一 身体障害者用の車いす，歩行補助具等又は小児用の車を

通行させている者 

[道路交通法施行規則]（原動機を用いる身体障害者用の車い

すの基準） 

第１条の４ 法第２条第１項第１１号の３の内閣府令で定め

る基準は，次に掲げるとおりとする． 

一 車体の大きさは，次に掲げる長さ，幅及び高さを超えな

いこと． イ 長さ １２０センチメートル，ロ 幅 ７０セン

チメートル，ハ 高さ １０９センチメートル 

二 車体の構造は，次に掲げるものであること． イ 原動機

として，電動機を用いること． ロ ６キロメートル毎時を超

える速度を出すことができないこと． ハ 歩行者に危害を及

ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと． ニ 自動車又は

原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができる

こと． 
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本研究は,国土文化研究所が実施している舟めぐりの知見・経験を活かしつつ,東京においてすでに埋め

立てられた河川・運河について,これの再生の必要性,可能性,実現化方策ならびにそれにともなう周辺地域

の活性化や観光開発など,将来の地域づくりへの貢献について研究し,地域に提言を行うことを目的として

実施するものである.研究初年度である今期においては,東京の隅田川東岸に位置する江東低地.（江東区,墨

田区.）をフィールドとして,既往の研究成果をもとに,水辺空間が主にどのような理由で変遷し,現在どのよ

うな課題を有しているかを考察した. 

 

     Key Words : River and Riverfront Restoration,Town Development, River Navigation  

 

 

1. 研究の背景と目的 
 

  かつての江戸・東京は多くの河川・運河が縦横に走

る水の都であった.自動車交通の発達や都市の発展に伴

い,これらの河川・運河の多くは埋め立てられ,一部は親

水公園などとして活用されているものの,東京の日常的

な暮らしの中から,水辺との接点はその多くが失われて

しまった.しかし,2回目の東京オリンピックを控えて,湾

岸地域や中小河川を活用した舟運が活性化しつつあり,

日本橋川上空の首都高速道路の地下化の検討が始まるな

ど,都市の水辺空間の再評価が進んでいる.こうしたなか,

個々には隅田川ルネッサンス,運河ルネッサンス,渋谷川

再生など,水辺復活に向けた様々な取り組みも行われる

ようになってきているが,都市における水辺空間のあり

方について市民一般の理解・共感が得られるような政策

を示すことはできていないのが実態である. 

 本研究は,東京がかつて有していた水辺空間のネット

ワークを再生することの必要性や可能性を検討し,それ

により,今後高齢化や人口減少社会を迎えるなかで,東京

が活力を維持し,安全・安心で快適な暮らしのできる街

づくりを実現することを目的としているものである. 

このため,本稿では,江東低地を中心として,東京の中小

河川や運河が,明治以降どのような社会的背景のもとに

失われていったのかを改めて整理することにより,こう

した水のネットワークの喪失が都市の日常的な暮らしに

どのような影響を与えたかを明らかにし,これからの街

づくりに向けた水辺空間の課題を考察したものである. 

2. 東京の水辺空間の変遷 
 

(1)江戸のまちづくりと河川・運河ネットワークの形  

成 

16世紀末における徳川家康の江戸入城により,江戸の

地に本格的な城下町の建設が始まった.この江戸におけ

る城下町の建設は,まさに河川・運河ネットワークの形

成がその基盤を形成したものといっても過言ではなく,

江戸の街では河川の改修や数多くの運河の開削が精力的

に行われた. 

今回フィールドとして取り上げた江東低地は,隅田川

（当時の荒川本川）と江戸川という二大大河にはさまれ

た低湿な地域であったが,隅田川西岸の江戸城下の街づ

くりのため,さらには規模を拡大した江戸の街の隅田川

東岸への展開のため,数多くの河川・運河が開削・整備

され,人流や物流の重要な幹線として活用された. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-1 16世紀末に開削された小名木川 
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なかでも1590年代に開削されたと言われている小名

木川は,関東各地や東北地方などの物資を舟を使って江

戸城下に運ぶための幹線となったが,その後17世紀中頃

までの間に,江戸の街の隅田川東岸への発展とともに,竪

川,北十間川,横十間川,大横川,源森川などをはじめとする

多くの運河が開削されていった.これらの運河開削の目

的は第一には舟運であり,その他用排水路として活用さ

れていた.江東低地におけるこれらの運河の特徴は,いず

れも直線的な水路で,見事なまでの格子状を形成してい

ることである.これらは,街路形状とも呼応し,人工的な運

河ならではの大きな特徴と言えるが,こうした河川・運

河のネットワークがその後200年あまりの間,江戸の街の

発展に大きく貢献したものと推察される. 

江戸時代の浮世絵などには,数多くの舟が行き交う隅

田川（大川）を始め,日本橋川,神田川,小名木川などの河

川・運河の様子が多く描かれているが,おそらく現代の

私たちが想像する以上に,これらの水辺空間は,当時の江

戸の人々にとって日常的に身近な存在であり,舟からの

風景も見慣れたものであったろう. 

 

(2)明治維新による国家の近代化と舟運 

19世紀の後半,わが国は明治維新を迎え,急速に近代国

家としての道を歩み始めた.明治の最初期に導入された

鉄道は,あっという間に全国に鉄道網を形成するにいた

った.馬車や自動車による陸上交通も普及し,一般的には,

それまで盛んに行われていた舟運はこれら陸上交通にと

って代わられたと評価されている.これにより,「役割」

を終えた運河の多くは,その後埋め立てられていくこと

となった. 

しかし,この河川・運河の変遷について,もう少し丁寧

に経過を辿っていくと,その背景や時間的経過には地域

によってさまざまな特徴がある. 

明治以降の鉄道の発達は,河川における高水工事の進

捗とともに,確かに大河川においては舟運の衰退を引き

起こしていった.しかし,その一方で,東京や大阪などの大

都市における都市内の河川舟運は,都市への人口増加や

工業化とともに,むしろ重要性を増していくこととなっ

た.このため,東京においても中小河川における河川舟運

は大正から昭和の初めにかけてもなおさかんに利用され,

汐留,飯田町,隅田川,両国などの駅は鉄道と舟運の結節点

として機能し,物流の重要拠点となった.現在の東京スカ

イツリーもまさに東武鉄道と北十間川との結節点の跡地

に建設されたものであった. 

 

(3)関東大震災の震災復興と河川・運河 

1923（大正12）年の関東大震災後の東京市による

「帝都復興に関する意見書」では,河川・運河の新削5箇

所,改修12箇所を要望していた.なかでも西堀留川と神田

川を結ぶ運河の新設は,隅田川を経由せずに秋葉原駅と

汐留駅を結ぶ舟運ルートとして重要視されていた.しか

し,結局予算の関係でこの計画は大幅に縮小され,新削1,

改修10,埋立1にとどまった. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西堀留川も,神田川までの延伸がかなわないのであれ

ば衛生上の理由で埋め立てをして欲しいとの地元の要望

を受け,埋め立てられることとなった. 

また,震災復興に際して「東京には隅田川がありなが

ら,気持ち良く隅田川を眺めるところがない」との問題

意識から,東京市は隅田川沿いの逍遙道路を国に要望し

たが,隅田川の沿岸は工場等による利用が多いとの理由

で,言問橋周辺に設置された震災復興公園としての隅田

公園の整備以外は実現しなかった.逍遙道路が実現しな

かったことについては,当時においても環境や景観の面

から批判が見られたと言われている. 

この震災復興事業のなかでは,都市内の河川が貨物輸

送に果たす役割が高いことから,公共物揚場を増設する

とともに,河川から直接荷の積み卸しをするため,河川沿

い道路の廃止が行われた.すなわち,河川沿いの道路の存

置は荷役の上で割高になるうえ作業員が危険であるとの

判断から,運河の設計基準のなかで「運河沿いにはなる

べく道路を設けない」と規定した.こうして,震災復興以

後,本所・深川地域では,工業化の方針と相まって,河川沿

いに直接工場や倉庫が建設されるようになったが,この

ことは結果的にこの地域において,河川沿いに歩ける道

が失われることとなり,市民を水辺から遠ざける要因の

ひとつになったとも考えられている. 

 

(4)第二次世界大戦の戦災復興と河川・運河 

第二次世界大戦における空襲で,東京はまさに灰燼に

帰した.その戦災からの復興過程においても,まだ沿岸部

では河川・運河を重要視する意見があった.すなわち,

「帝都復興計画要綱案」（1945（昭和20）年12月,東京

都）では「河川運河は倉庫工場等との利用に便せしむる

図-2 東京スカイツリータウンと北十間川 
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ものとする.特に品川,汐留,隅田その他重要貨物駅と河川

との連絡のために小運河を設ける」とされ,さらに「東

京復興都市計画概要」（1946（昭和21）年11月,東京都）

では,「舟航に利用されず単に排水路として必要なるに

過ぎない水路は,汚水が滞留して保健衛生上,都市美化上

好ましくないので,焼失地内の瓦礫でこれら不要河川を

埋め立て跡地を利用する」とする一方,「海運により都

に出入りする貨物は鉄道トラック等陸運によるものに匹

敵し,これら海運貨物の9割以上は艀取りせられ河川運河

を利用するものである」として,横十間川,小名木川,新川,

北十間川,東雲運河の整備が計画されていた. 

そして,「都市計画東京地方委員会」（1947（昭和22）

年11月）において,横十間川,小名木川,新川,北十間川,横

十間川運河支川（東雲運河）に加え,蒲田運河,呑川運河,

内川運河,古川運河の合計9運河の開削が承認された.これ

は,産業の近代化に合わせて,手こぎ船ではなく曳船が必

要であり,そのためには60～80ｍの幅員を要するとの理

由であった. 

しかし,結局はこれらの計画は昭和30年代において相

次いで廃止されることとなった.1956（昭和31）年11月

に,沿川の住宅地化の傾向が著しく,利用状況から現状程

度で良いと判断された蒲田運河,呑川運河,内川運河が廃

止されたのに続き,1964（昭和39）年1月には残りの運河

計画も廃止された.特に江東地区では,1949（昭和24）年

8月のキティ台風以後,高潮対策が実施され,また工場の再

開に伴う地盤沈下や橋梁の沈下が著しく,護岸をかさ上

げするなど,河岸が利用しにくくなっていたことが運河

計画廃止の理由としてあげられていた. 

その一方,戦後,都心では幹線道路が空襲等により発生

した灰燼の捨て場となっている状況にあり,交通上や衛

生上の理由からその処理を行うよう,GHQ（連合国軍最

高司令官総司令部）から東京都に指示された.当時の安

井都知事は,費用をあまりかけないでこれを処理するた

めの解決策として,戦災復興都市計画を担っていた石川

栄耀のアイデアを入れ,都心の不用河川を埋立・売却し,

灰燼処理費に充当する方針とした.これによる埋め立て

は,灰燼処理の運搬手段および費用面から都心近傍に位

置する外濠（東京駅前）,三十間川,東掘留川,龍閑川,新川,

真田濠,浜町川,六間堀川など千代田区,中央区の河川が主

な対象であり,事業は1947年～1950年に慨成している. 

 

(5)経済の高度成長と河川・運河 

戦後復興が進み,やがて日本は世界にも例を見ない経

済の高度成長期へと突入する.東京の都市化は急速に進

み,道路整備の遅れから交通渋滞が激化した.そのような

なか,1964（昭和39）年に東京でアジア初となるオリン

ピックの開催が決定した.これを受けて,首都高速道路の

建設が急務となったが,その路線選定に際して「家屋の

密集地を避け,つとめて不利用地,治水利水上支障のない

河川又は運河を使用する」との方針が決定された.1959

（昭和34）年8月に計画決定された当初の東京都市計画

都市高速道路8路線のうち,河川上を高架構造で通過する

もの,河床を利用するものは総延長の36.2％に達していた.

こうして初期の首都高速道路はその多くが河川・運河の

上空を利用したり,埋め立てたりして建設されることと

なり,東京の高速道路の線形は,かつての河川・運河の流

路形状に重なるように発達していった.歴史ある日本橋

の上空にも高速道路が建設され,日本橋川は高速道路の

隙間からかろうじて青空が垣間見える河川となってしま

った.その後,1971（昭和47）年に全通した首都高速7号

線も江東低地の竪川上空を利用して建設された. 

経済が急成長するなかで,東京の都市インフラとして

遅れていたのは道路だけではなかった.下水道の整備も

不十分であり,河川・運河の水質汚濁も深刻化する一方

であった.このため,1950（昭和25）年には都内12河川を

覆蓋化し下水道に転用することが計画されたが,財政事

情により着手されていなかった.これを背景として,1961

（昭和36）年10月に「東京都市計画河川下水道調査特

別委員会 委員長報告」（いわゆる36答申）が答申さ

れ,城南地区や江戸川区などの河川を下水道幹線として

覆蓋化することが決定された. 

河川を下水道に転用する理由としては,①技術的効率

性（自然流下の作用で形成された河川を下水道幹線とし

て利用することが技術的に効率的であったため）,②都

市の環境衛生・美観（晴天時の河川は水がなく,塵芥の

捨て場となっていたため）,③経済的効率性（下水道整

備を急ぐ必要があるなかで,河川をそのまま覆蓋化し,下

水道化することが経済的であったため）,④住民要望

（河川環境の劣悪化により住民からの要望があったため）

などがあげられ,これにより,主に山の手の河川を暗渠化

し,合流式下水道として整備する結果となった.選定され

た河川は,①水源を有さない水路,②感潮でない水路・区

間,③舟運がない水路・河川,④下水処理場に自然流下で

アクセスできる水路・区間であり,下水道として利用さ

れない残存区間も暗渠化して雨水吐きとして利用される

こととなった.これにより暗渠化された河川として,桃園

川,渋谷川,北沢川,烏山川,蛇崩川,立会川,呑川,九品仏川な

どがあげられる. 

このように,戦後は,高速道路をはじめとする道路とし

ての利用や下水道整備を推進することを目的として,多

くの河川・運河が消失することとなった. 
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(6)「親水」概念の出現 

明治維新以降の近代工業化にともない,公共用水域の

水質汚濁は急速に進んだ.昭和30年～40年代の隅田川で

は,鉄橋を渡る電車のなかにも悪臭が漂うほどであった.

江戸時代からの風物詩であった隅田川花火大会も1960

（昭和35）年～1977（昭和52）年にかけて中止され,同

じ時期,これまた伝統あるボートレース「早慶レガッタ」

も中断を余儀なくされた.こうした河川・運河における

水質汚濁の進行は,人々を水辺空間から遠ざける要因と

なった. 

一方,都市の近代化は,治水安全度向上のための河川改

修も進めることとなる.昭和初期における荒川放水路の

開削は,隅田川の洪水に対する有効な対策となったが,東

京では1917（大正6）年や1949（昭和24）年などに大き

な高潮被害を受けていた.1959（昭和34）年,中部地方に

史上最悪の高潮被害を出した伊勢湾台風の襲来を受け,

東京でも高潮対策が一気に進められることとなった.隅

田川では高潮堤防が整備されることとなり,昭和40年代

にかけて高いコンクリート製のパラペットが建設され,

河川に対する市民の視線をさえぎった.また,伊勢湾台風

の前年,1958（昭和33）年の狩野川台風では,神田川など

山の手の河川に大きな被害が生じた.東京の水害と言え

ば,従来隅田川以東の低地帯が中心であったため,こうし

た山の手の河川の水害は新たに「都市型水害」と呼ばれ

対策が急ピッチで進められることとなった.こうした治

水安全度向上のための河川整備は,水辺の環境を人工的

なものとし,人々はますます水辺空間から遠ざかってい

った. 

このような状況のなか,舟運としての活用が減少して

いった東京の河川・運河は,その多くが「不用」のレッ

テルを貼られ,道路整備や下水道整備など他の都市イン

フラの整備の遅れを解消する場として,埋め立てられた

り,覆蓋化されてしまった. 

これに対して,河川の治水や利水の機能と同様に重視

すべき機能としての「親水」の概念が提唱された.山本

弥四郎と石井弓夫は1971（昭和46）年の土木学会年次

学術講演会において「都市河川の機能について」と題す

る論文を発表し,河川が人間との関わり合いのもとに社

会的に存在すること自体の機能として「親水」を定義し,

ただ単に川に親しむということだけではなく,エコロジ

ー,心理的満足,景観,空間,地域社会の形成にまで広げた概

念として提唱した.このように,都市の近代化,とりわけ戦

後の経済の高度成長期における河川環境の急速な悪化は,

水質改善をはじめ,水辺空間の親水機能の向上を求める

市民の声となって広がりを見せることとなった.こうし

た声を受け,1981（昭和56）年には河川審議会から「河

川環境管理のあり方について」の答申が出され,1987

（昭和62）年にふるさとの川モデル事業,1988（昭和63）

年に桜づつみモデル事業,1990（平成2）年に多自然型川

づくりなど,従来以上に河川の環境に配慮した川づくり

に取り組まれるようになり,「河川環境の整備と保全」

を内部目的化した1997（平成9）年の河川法改正につな

がっていった. 

このような時代的背景のなか,東京においても,1985

（昭和60）年に起こった築地川埋め立て反対の住民運

動を契機として,1988（昭和63年）11月には,当時の建設

省と東京都において「原則として中小河川の埋立は行わ

ない」方針が出され,東京における河川廃止の動きに終

止符が打たれることとなった. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)地域により異なる特徴 

東京におけるこのような河川・運河の変遷も,地域ご

とには次のような特徴が見られる.ここでは,坪井朔太郎

がその論文「東京都特別区における水域変化と水辺環境

整備事業の展開」において行った地域区分によって,そ

の特徴を整理する. 

本論文のなかで,坪井は,東京特別区を①東部川手水辺

地域（主に足立区,葛飾区,江戸川区）,②沿岸運河水辺地

域（主に江東区,墨田区および中央区,港区,品川区,大田区

の沿岸地域）,③西部山手水辺地域（主に練馬区,杉並区,

中野区,板橋区）,④都心遺構水辺地域（主に千代田区,中

央区）,城南山手水辺地域（主に目黒区,世田谷区,大田区）

の5つの地域に区分している.各地域の水辺は以下のよう

な特徴が見られる. 

① 東部川手水辺地域：江戸川,荒川の大河川に挟まれた

図-3 首都高速道路が上空を走る竪川 

図-4 横十間川親水公園 
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水害常襲地帯であり,河川は主に農業用水路として灌

漑や下肥輸送に利用されていた.戦後の都市化による

農地の減少と下水道の整備により,河川の埋め立てが

行われたが,残存した水路を活用した親水緑道・親水

公園の整備が進められている. 

② 沿岸運河水辺地域：主に海浜の埋立に伴い運河が発

達した地域で,舟運による輸送機能が活用されている.

舟運の減少により内陸部では一部埋め立てや親水公園

化が進められたが,沿岸部ではウォーターフロント開

発にともなう整備が行われている. 

③ 西部山手水辺地域：石神井川,神田川,善福寺川,妙正寺

川などの流域は,東京緑地計画（1939）や戦災復興計

画（1947）において河川沿いの緑地の豊かさから,河

川自体が保全対象として位置付けられているが,戦後

の都市型水害の頻発で河川改修が進められている. 

④ 都心遺構水辺地域：江戸城の濠などの堀割が中心の

歴史的な遺構で,閉鎖性水域であることから,戦後は不

用河川として多くが埋め立てられたり,高速道路が建

設されたりした. 

⑤ 城南山手水辺地域：目黒川,呑川,渋谷川,立会川などの

独立水系で都市化に伴う水量の減少もあり,36答申に

より覆蓋化が進められた.一部,下水処理水を利用した

河川再生が行われている. 

東京の河川・運河はこのような地域的特性を持ちな

がらも,総じて多くの河川・運河が失われていった.坪井

は同論文のなかで,旧版地形図を用いて,その変遷を図の

ように示している. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.東京保健道路計画と橋詰広場 

 

 本項では,以上までに概観した明治以降の東京の河

川・運河の変遷のなかで,これからの東京の水辺空間の

あり方を考えるうえで参考になると思われる「東京保健

道路計画」と「橋詰広場」について,少し詳しく振り返

ってみたい. 

(1)東京保健道路計画 

1938（昭和13）年,「東京保健道路計画」が発表され

た（その後,1939年に東京緑地計画行楽道路追加計

画,1942年に保健防火道路計画）.この保健道路の目的は

「都心から遠くはない,経費は僅少で済む,場合によって

は一銭も要せぬ,軽装で手軽に車馬殊に自動車による歩

行の危険,不快感の少しもない道を自然に親しみつつ,自

由に朗らかに歩くことにより保健の目的を達することが,

即ち保健道路の使命」であり,「大都市に於ける市民の

健康増進,体力向上には多々方策があるのであろうが,中

に就き老若男女誰にも容易に直ぐ実行出来るのは歩くこ

と」であると述べられている.すなわち,昭和初期の時代

における欧米諸国と比較して高い死亡率や大都市におけ

る徴兵検査合格率の低さなどを背景に,市民が安心して

散策できる道を整備することで,健康増進,体力向上に結

びつけようとしたものと考えられる. 

1939年の東京保健道路計画では,多摩川,呑川,野川,玉川

上水,千川上水,石神井川,白子川,新荒川,中川,江戸川など,

河川沿いの路線を中心に15路線244kmが計画されてい

たが,,主に武蔵野台地を流れる河川や用水路の沿川に計

画されたものであった. 

この保健道路の計画理念について,真田は著書「都市

の緑はどうあるべきか」のなかで,以下のように述べて

いる. 

① 保健道路は単体でひとつの施設として完成している

ものではなく,遠景も含めた周囲の環境とそこを歩き

ながら風景を眺める利用者がいて初めて完成する施設

である. 

② 保健道路は,沿岸を利用した散歩のための行楽地をネ

ットワーク化し,行楽を目的として計画されたものあ

る. 

③ 「道路を築造する」のではなく「路線を設定する」

ことによって人々に行楽の機会と楽しみをあたえ,そ

の地域一帯を行楽地とする装置であった. 

保健道路の考え方のルーツは,20世紀初めのドイツの

「沿岸開放政策」であると考えられている.当時,内務省

で都市計画を担当していた技師北村徳太郎は,「渓谷や

河川,或は用悪水路の沿岸は全部これを散歩道路にする

ことは近代の定法である」と述べている. 

保健道路は,自然の地形をそのまま利用することを基

本としていたが,例えば,「幅員は2m以上」「構造は街路

構造令によらない」「縦断勾配は地表勾配に従う」「緑

地帯の幅員は１ｍ以上」「約2kmごとに休憩所となる広

場を設ける」「電柱その他の地上工作物は禁じる」など

の設計基準が定められていた. 

しかし,この保健道路は,残念ながら戦時という時代背

景からほとんど実現することはなかった. 

図-5 東京都特別区における水域変遷（坪井 2003） 
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(2)橋詰広場 

関東大震災の復興都市計画のなかで特筆すべきもの

として,中央区,江東区などの震災復興橋梁と合わせて整

備された橋詰広場の存在がある. 

江戸時代の浮世絵をみると,橋や水辺が描かれている

ものが多く見られる.橋のたもとには露店などが建ち並

び,多くの人で賑わっている.当時は橋の数が限られてい

たこと,舟運が活発に利用されていたことなどから,多く

の人が橋のたもとに集まり,賑わいの場となっていた.そ

れは同時に人の移動を監視する場でもあった.また,しば

しば起こる大火の際に橋を守るための火除け地でもあっ

た. 

すなわち,江戸時代の街づくりにおいて,橋詰の空間は, 

高札場（情報）,火の見櫓（防災）,荷揚場（物流）,晒し

場（治安）など,さまざまな都市的機能が設置され,屋台,

露店などが集まる繁華で賑わいのある空間であった.橋

詰広場は,徒歩による交通が中心の時代にあって,往来部

分と都市機能が渾然一体となったスポット広場であった

と言える. 

明治になって都市的機能の一部が例えば鉄道の駅な

どに移ることにより,橋詰広場に立地する施設にも変化

がみられた.その一方で,巡査屯所（警察署）,共同便所,書

状集箱（郵便ポスト）,ボックス型自働電話（公衆電話）

などが橋詰に多く設置された.文明開化以降の最先端技

術の普及・PR効果が賑わいのある橋詰に期待されたも

のと考えられる. 

1919（大正8）年の「街路構造令」において「橋詰に

おける街路の幅員は必要に応じて拡大する」として,初

めて橋詰広場の設置が制度化された.これにより橋詰広

場が普及することはなかったが,この「街路構造令」は,

道路構造令の姉妹省令として約40年間にわたって街路

の構造基準を定めたものであり「街路の持つべき機能が

単に交通機能だけでなく,都市環境の面での空間機能を

持つべきことを明快に規定」したものであった． 

その後,1923（大正12）年の関東大震災後の震災復興

に際して,「橋詰にも,橋梁架替の時は仮橋敷地として利

用し,平常は材料置場,交番,郵便,その他の敷地として使用

するよう,相当の広場を設けること」との理由から,復興

街路計画の設計方針に「橋詰には広場を設けること」と

明記され,設計基準も定められた.これにより,橋詰の幅員

は,両岸とも橋梁の幅員の1/2とし,台形,三角形もしくは長

方形で設置された. 

すなわち,大正時代には自動車交通の普及による道路

整備が進むなかで,橋詰広場は防災を主目的として設置

されたが,橋の両脇に分断されたポケット空間となった.

これにより,橋詰に一定の空間を確保することができ,植

栽が施されたことから,都市の水と緑のネットワークの

結節点的な役割を果たした.しかし,管理上の理由から,自

由に利用できる空間ではなかった. 

1945（昭和20）年の戦災復興計画における「街路計

画標準」においても「橋詰には十分なる広場を設くるこ

と」として,都市計画上,橋詰広場が認知されていた

が,1952（昭和27）年に「道路構造令」が改正され「街

路構造令」が廃止された.この改正構造令には橋詰広場

に関する項目が削除されていた.この新たな構造令にお

いて,道路幅員と橋梁幅員は同一にするように定められ

たことから,橋詰での滞留は解消されるため,橋詰の必要

性はなくなったものと思われる.すなわち,戦後の経済の

高度成長期において,橋は単なる通過地点となってしま

ったものであり,橋の架け替えのための用地についても

その必要性がなくなったものと考えられる. 

こうした橋詰広場もその後全国に普及することはな

く,1952.（昭和27.）年の「道路構造令」の改正.（街路構

造令の廃止.）により,橋詰広場に関する記述は削除され

た.戦後の経済の高度成長期において,川の多くが埋め立

てられ,橋詰広場本来の目的が失われるなかで,都市機能

図-6 保健道路の横断面計画の例 
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を補完するための貴重な空間として公園や交通施設に転

用されたが,現状においては必ずしも橋詰という場所に

ふさわしい利用とはなっていないのが実態である. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.江東低地における河川・運河の現状と課題 
 

(1)江東低地における河川・運河の現状 

以上までに江戸・東京における水辺空間の変遷を概

観した.明治維新以降,東京では多くの河川・運河が失わ

れていったが,そのなかで江東低地は,比較的いまでも多

くの水辺空間が残された地域であるということができる. 

荒川と隅田川に挟まれた地域の河川・運河,いわゆる

江東内部河川は,近代工業化の歴史のなかで沿川に多く

の工場や倉庫が立地し,比較的近年まで舟運による物資

の輸送がさかんに行われていた.しかし,元々地盤の低い

埋め立て地であったこの地域は,工場による地下水のく

み上げにより大規模な地盤沈下が進行し,広大な地域が

海面以下の高さに沈んだ.その一方,高潮対策のために護

岸はかさ上げを繰り返したことから,ひとたび護岸が決

壊したときの水害に対する脆弱性は高まる一方であった. 

このため,東京都は1971（昭和46）年の「江東防災総

合委員会」の提言にもとづき,江東内部河川の整備計画

を策定した.その方針は,地盤が特に低く,舟運の利用も比

較的少ない東側の河川（小名木川上流部,横十間川,北十

間川,旧中川）はふだんから水位を低く保つ内水低下方

式により整備（以下,水位低下河川という）し,地盤も比

較的高く,河川の利用も多い西側の河川（小名木川下流

部,大横川,仙台堀川,竪川,平久川など）は耐震護岸方式に

より整備を行うものであった.また,その他の雨水排水効

果の少ない河川については,護岸の老朽化により漏水が

発生するなど危険性が高かったことから,住民からの要

望もあり,埋め立て,暗渠化が進められることとなった. 

そのようななか江東区では,1979（昭和54）年に「江

東区基本構想」を策定し,河川を埋め立てる計画を改め,

「水運としての歴史的使命を終えた内部河川を都市内の

貴重なオープンスペースとしてよみがえらせ」,水と緑

のネットワークを整備する方針とした.これにより,1980

（昭和55）年には仙台堀川親水公園が開園し,その後,横

十間川,福富川,古石場川,木場などの親水公園が順次整備

されていった.こうして,江東区における河川の埋め立て,

暗渠化の動きには一定の歯止めがかかることとなった. 

しかし,残念なことに,墨田区で整備された大横川親水

公園も含めて,これらはあくまでも水面のある公園とい

うことに過ぎず,江戸時代に形成された河川・運河のネ

ットワークが街づくりに果たした多面的な機能と比較す

ると,山本らがかつて提唱した「親水」のごく一部を具

現化しているだけとみることができる. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江東低地は現代の東京において,比較的水辺空間に恵

まれた地域であり,しかもそれが江戸時代に形成された

格子状のネットワークの姿をいまに伝えてもいる.近年

では,水位がコントロールされている東側の河川（水位

低下河川）において,水際の遊歩道の整備も進み,水位変

化がない特性を活かしてボート練習などの利用もさかん

になってきている.すなわち,水辺空間の親水性をより一

層高め,それを活用することによって,今後より快適な街

づくりにつながるポテンシャルを有した地域であるとい

うことが言える. 

 

(2)江東低地における河川・運河の課題 

このようなポテンシャルがある一方で,江東低地にお

ける水辺空間の課題も多くあげられる. 

① 水のネットワークの寸断：江東低地はかつてきれい

な格子状に河川・運河がはりめぐらされ,縦横に舟で

移動できる水のネットワークが形成されていたが,現

在では埋め立て,暗渠化,親水公園化によって寸断され,

ネットワークとして十分に機能していない.また,河川

整備方式の違いにより,舟運として利用する場合には

閘門等の施設の設置が不可欠である.さらには桁下高

の低い橋梁が多く舟の航行ができない区間がある. 

② 水辺の歩行空間の欠如：江東低地の河川・運河沿い

には多くの工場や倉庫が立地していた.これらの河岸

地はかつては公共の空間として機能していたが,震災

復興計画により河川沿いの道路が廃止され,水辺を自

由に行き来する空間が失われてしまった.これらの工

図-8 仙台堀川親水公園 

図-7 ポケットパークとして残る橋詰広場（竪川） 
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場や倉庫は近年多くが集合住宅などに変貌しつつあり,

水際の遊歩道なども一部整備されてきてはいるが,河

川・運河と隣接する日常生活空間との間に一体性はみ

られない.このため,せっかく縦横に水辺空間が存在し

ていても,その水辺を歩行者が快適に散策することは

できない. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③ 地域の歴史性の喪失：江東低地の河川・運河沿いに

は猿江恩賜公園,木場公園などの大規模緑地がある.こ

れらはいずれもかつて貯木場として利用されていたこ

とから広大な水面を有し,河川・運河と一体不可分の

存在であったが,いまではまったく関係性がなく,水の

行き来もできないものとなっている.同様のことは東

京スカイツリータウンにおいても指摘できる.東京ス

カイツリータウンは鉄道と舟運の重要な結節点であっ

た場所に立地している.東京スカイツリーの開業に際

して,墨田区では「北十間川水辺活用構想」を作成し,

水辺を活かした街づくりと観光をうたった.事実,北十

間川は全面的な改修により環境整備が行われ,観光船

着場も設置された.しかし,残念ながら東京スカイツリ

ータウンと北十間川との間には結節性や一体性の見ら

れる空間設計は行われておらず,水辺空間を活かした

街づくりとはなっていない.江東区,墨田区では,かつて

の河川・運河を親水公園とすることで水面を残してい

るが,これもまた,400年の歴史ある水のネットワークを

想起させるデザインとはなっておらず,水面が断続的

に残る公園にすぎない. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 総合的な街のデザインの欠如：前述の北十間川の事

例と同様,江東低地にある船着場は,いずれもその場所

がわかりづらいものとなっている.江東区は都内でも

有数の地下鉄路線を抱える地域であるが,地下鉄駅と

船着場を結びつけるサインなどはなく,両者の結節性

はほとんど考慮されていない.これらの船着場が大震

災時などには防災船着場として活用されることを想定

しているとすれば,ふだんからその場所や存在が周知

されている必要がある.このことに象徴されるように,

街づくりにおいて「水辺との一体性」などは常にうた

われる常套句となっているが,その実態は,河川,道路,鉄

道,公園,面開発,さらに言えば住居・店舗などの私的な

空間も含めて,それぞれの管理区域ごとに事業を実施

していて,街づくり全体としての総合的なデザイン性

をまったく考慮していないのが,江東低地に限らず日

本の街づくりの課題であると言える. 

⑤ 水環境の改善：江東低地の河川・運河は,いずれも感

潮域であり,閉鎖性が強く流れのない水路であること

から,底泥の腐敗により水質悪化が生じやすい.また,合

流式下水道水区域であることから汚水の流入もみられ,

ダイオキシン類や高濃度のPCBも検出されている.こ

のため,水辺をよりいっそう生活空間のなかに取り込

んでいくためには,水環境の改善も大きな課題である

と言える. 

 

 

5.21世紀の水網都市の復活に向けて 
 

 2012（平成24）年の東京スカイツリーの開業や2020年

の東京オリンピック・パラリンピックの開催地として近

年注目を集める江東低地,なかでも江東区においては臨

海部を中心に人口が増加してきたが,今後は人口が停滞

する一方で高齢人口の増加が見込まれている. 

本稿では,江東低地を中心に,東京の河川,運河の変遷の

歴史を辿ると共に,現状の課題を整理した.それによると,

河川・運河の埋め立てや覆蓋化は,河川・運河が不要に

なったという理由よりは,震災や戦災に伴う瓦礫の処理

に加え,道路整備,下水道整備,そして緑地整備という他の

インフラの整備を急ぐ目的で河川空間が埋め立てられ,

利用されてきた経緯が浮かんでくる.すなわち,舟運とし

ての利用は確かに減少したものの,水辺空間の価値を正

しく評価したうえでその不要性から埋め立てられたので

はなく,他のインフラ整備,都市整備を優先するための埋

立であったということができる. 

したがって,それであれば,これからの街づくりを考え

るうえで,河川・水辺空間の役割や効用を再評価し,すで

に埋め立てられたり,親水公園化してしまった河川・運

河の再生を検討することも,重要であると考えられる. 

図-9 横十間川沿いの歩行空間の現状 

図-10 木場公園と仙台堀川 



 

36 
 

かつて,東京の都市計画・街路計画の歴史のなかでは,

東京保健道路計画や橋詰広場など,優れたインフラ整備

の思想がみられた.東京保健道路計画はほとんど実現す

ることなく終わり,橋詰広場も震災復興時のみの地域限

定的な整備にとどまっているが,これからの街づくりを

考えるときには,こうした優れた思想に再び光をあてる

ことも必要である. 

繰り返すが,江東低地の強みは,かつて水網を形成して

いた河川・運河とその痕跡がいまも格子状に残っている

ことであると言える.したがって,この地域の強みとなり

得る水網の再生をはかることで,水辺空間を活かした21

世紀の新しい価値,魅力にあふれた都市の姿を提案して

いくことも可能であると考える. 
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Changes and problems of waterfront space in the Koto lowland 

Study on Revival of Water Network in Tokyo 

Tatsushi KIMURA and Kanako MIYA 

 

In this research, we will examine the necessity, possibility, realization policy of 

reclaiming canals and waterways already landfilled in Tokyo, utilizing the findings and 

experience of the ship advancing conducted by the National Land Research Institute In 

this fiscal year, the first year of research, we will conduct research on the contribution to 

future community development, such as revitalization of neighboring areas and tourism 

development, Based on the past research results, using Koto Ward, located in Koto Ward, 

Sumida Ward, as a field, we will examine what challenges the waterfront space has 

changed mainly for reasons . 

図-11 旧中川（水位低下河川） 
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Elevated railways are important elements of transportation infrastructure that form an urban structure. During 

economical development of the country, the design of infrastructure was focused on function, economy and safety. 

Since 1980’s, landscape and aesthetic aspects have been considered in design of urban transportation infrastructure, 

including bridges, expressways and railways. Railways and railway architecture have particularly undergone changes 

since the 1990’s, in line with “station renaissance”. As a result, many new stations have been built and historical 

stations have been refurbished, upgraded and developed. Elevated railways have been reconsidered again – as the urban 

spaces with a high potential for development centered on local residents. Viaducts and elevated stations are the 

structures where the infrastructure meets directly the architecture. Being the striking elements in the urban structure, 

they also affect the landscape. After the transformation they can be a source of improved urbanscape. 

This paper examines the development of elevated railways in particular consideration of Tokyo, investigates the 

aesthetic issues of elevated railways and spaces below the viaducts. While introducing the examples of new projects 

under the railroads that have been realized in Japan and Europe, the paper also sets up new tasks and prospects for the 

utilization of elevated railways in consideration of recent life-style trends, such as “slow life” and “third place”.  

 

 

Key Words : elevated railways, railway station, landscape design, aesthetics, space below the railroad. 
 

 

1. The background of the research on aesthetics of infrastructure 
 

The word “infrastructure” is a combination of Latin prefix “infra”, which means “below” and 

“structure”.  Sometimes “infrastructure” is associated with public works. In general “infrastructure” consists 

of built forms, such as buildings, roads, bridges, railways and other transportation networks, ports, dams, 

waterfronts, riverfronts – and of supply networks, such as water and waste water supplies, electrical grids, 

gas pipes and telecommunication networks. They are usually large and visually prominent facilities, which 

affect the urbanscape. Infrastructure, as a foundation of social activities and economy, consists of 

fundamental facilities and systems. Railways are part of civil engineering works. The research theme 

“Aesthetic design of infrastructure” (Infra no keikan dezain) is centered both on railways and civil 

engineering structures. The subject of the recent research in regard to railway and engineering structures – 

“Issues on elevated railways and landscape design under the railroad” – has been devoted to elevated 

railways and elevated stations.   

 

1.1 Objectives 

There are the following objectives: 

- Investigate characteristics of elevated railways in Japan and Europe 

- Examine the examples of elevated stations and elevated railways 

- Specify the aesthetic issues of elevated railways 

- Analyze new projects effectively using space under the railroads 
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- Investigate new uses of spaces below the elevated railways, evaluate the potentials and tasks.  

- Propose new uses for spaces below the elevated railways, in light with urban revival and enrichment, in 

consideration of “station renaissance” and the recent trends in lifestyle.  

 

1.2  Research flow 

The research starts with the classification of elevated railways, including formulation regarding types of 

elevated railways and stations, as well as uses of the spaces below (Fig. 1). Since these facilities are very 

much outstanding and some are aging, they are often both visually and functionally critical for the landscape 

and for the local residents. The overview of elevated railways is based on the history and the development of 

railways in Japan. Elevated railroads were changing along with the development of construction materials, 

structural systems and construction methods. The paper is examining particular projects of elevated railways.  

The research is aiming on answering questions regarding problems and future tasks. The consciousness 

about the negative impact of large rail infrastructure that does not have aesthetic qualities has been widely 

acknowledged along with the trend of “station renaissance”.  In line with this trend many new stations have 

been built and historical stations have been refurbished, upgraded and developed. The research regarding 

railway stations has been summarized in the book published in 2016 [1]. Stations containing transportation 

function, along with various additional functions, have become more user-friendly, satisfying various needs 

and embracing aesthetics. The design considerations for the new elevated railroads also include aesthetics.  

Some valuable data was received during hearings at the railway companies developing elevated railways 

(e.g. JR Chuo Line Mall Co., Ltd.). Collected data on development of elevated railways have been analyzed 

in regards to new projects and new uses of the space below the railroads in Japan and Europe. The factors of 

the development were physical constrains of structures, development processes and new trends in built forms, 

life style and environment. The paper is summarizing this research. 

 

 

      

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Research flow    Fig. 2 The concept of  “Railway Landscape” 
 

 

2. Aesthetic issues of elevated railways 
 

2.1 “Railway Landscape”  

Transportation infrastructure, including railways, is a part of a visually prominent urban structure, 

forming relevant lines and nodes, as stipulated by Kevin Lynch [2]. The basic structure of Tokyo consists of 

lines, which are formed by the transportation networks – roads and railways, as well as of nodes, which are 

the junctions on the transportation network. These junctions-stations, are surrounded by the neighborhoods. 

Stations are often elevated, with decks built on artificial ground, and with corridors (jiyū tsūro) linking two 

sides of the railway tracks. Station plazas are often extended towards the local commercial centers by station-

front shopping streets (shōtengai), which in Tokyo urban areas based on rail transportation became a part of 

traditional urbanscape [3].  

”Railway Landscape” (RL) refers to the landscape of railway stations and their facilities, as well as to 

all the spatial configurations in station surrounding, such as station square and street. It includes, as its 

elements, both the agreeability of the station (an element depending largely on the form and function), and 

aesthetics of the station, as well as the safety and accessibility (convenience). It consists of a three-
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dimensional network of railways, subways, and Light Rail Transit (LRT), which contain three basic elements 

of the rail infrastructure: corridors – where elevated railways are one of its types, stations and train cars (Fig. 

2). Railway stations are important public buildings, which besides giving access to trains perform a variety 

of functions – such as meeting places, shopping centers, administration and cultural centers, and very often 

as urban landmarks. How the station affects the landscape depends on its functional type. In theory there are 

several kinds, such as suburban station, city center terminal, interchange, small station, airport station, and 

LRT station but nowadays stations have become more complex and now fulfill more than one functional role.  

Comfort of train cars is also associated with aesthetics – pleasant cars and nice interiors give the passengers a 

comfortable feeling. Except station buildings, there are also other elements of the “Railway Landscape”, 

which amenity plays an important role in the total perception of railways, such as earthworks, structures – 

elevated tracks, viaduct and tunnels, alignments and line equipment.  

Aesthetics in general relates to the beauty of objects, of their refined taste. Aesthetic qualities of built 

forms depend upon their design and are examined via perception. The concept of aesthetics is a broad one – 

not only limited to purely visual qualities based on the well-established principles of formal analysis, such as 

size, shape, texture, color, etc. – but is also including more subjective aspects, such as utility, intentions of 

the designer, visual and mental impressions, context, invention of structural form, sense of place, etc. [4]. 
 

2.2 “Elevated Railway”  

One of the elements, within the “Railway Landscape” – a “corridor”, represents railroads that can be 

built as rail tracks on the ground level, or as elevated railways, including viaducts and bridges. Railway 

stations consist of buildings, railway tracks, as well as of under and above the ground structures. They also 

may be elevated, or located on the ground level, or underground. Elevated railways have their facilities, such 

as platforms, located on elevated structures. From the spatial and landscape point of view, “Elevated 

Railway” (ER) includes the following elements (Fig. 3):  

(1) Elevated stations with elevated tracks; ground-level stations with elevated tracks; or mixed type stations 

and elevated tracks; 

(2) Viaducts and bridges; 

(3) Space below viaducts; 

(4) Re-used viaducts; 

(5) The view from the ER – which is an essential landscape factor that should be considered at the design 

stage, and which has an influence on the image of a particular station.   

 “Elevated Railway” from the point of view of station facilities includes: Shinkansen stations, monorail, 

suspension railway and Light Rail Train (LRT) (Fig. 4). In all cases the stations are built above the ground. 

From the corridor point of view and how it affects the space, the following patterns can be distinguished: 

viaducts, re-used viaducts and views from the platforms. Regarding the space below the viaducts, it can be 

left, permeable or built-up and can have various uses. There are historical examples of built-up spaces below 

the viaducts and also recent projects reviving the elevated railways, and combining them with the regional 

symbiotic type commercial facilities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Elements of “Elevated Railways”  Fig. 4 Landscape of elevated railways 
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2.3 History of elevated railways in Japan 

The development of elevated railways reflects the influence of technology, as well as an urban 

development, quickly absorbing the changes in the urban fabric and even more urban creativity after 

introduction of elevated railways. At the same time, it also shows the need of a better aesthetic 

harmonization of elevated structures.  

The first rail connection in Japan, between Shimbashi and Yokohama (29 km), was opened in 1872. 

The British traveller Isabella Bird (1831-1904) praised in her diary the railways on her travel from 

Yokohama to Edo (former name of Tokyo) [5]. According to Aoki, the early railway development in Japan 

took place in four stages: (1) construction of the first railway lines around Tokyo and Kyoto (1872-1880) – 

according to plans suggested by foreign engineers; (2) completion of trunk lines (1880-1893); (3) major 

railway construction (1893-1908) with nationalization of railways in 1906-1907; and (4) light railway 

connections (1908-1920) [6]. Within the first stage, railway lines between Tokyo and Yokohama, and 

between Osaka and Kobe were completed, while the whole Tōkaidō trunk line was finished in the second 

stage. Next stages included extensions of the Tōkaidō line along the Pacific coast, the Tohōku line from 

Tokyo to Aomori, and the San’yō line from Kōbe to Kyushu (Kyūshū). 

At the beginning, the Japanese government hired large number of British engineers [particularly 

important was Edmund Morel (1841-1871)], who largely contributed to the construction of Japanese 

railroads and stations [7]. First bridges were wooden temporary structures. First iron bridge was 

Shimokanzaki-gawa Bridge (1874) on the Osaka-Kobe Line. Around that time the structural materials turned 

to iron. One of the major constructions was Rokugogawa Tetsukyō (1872), a double track cast iron truss 

girder. The bridge was later restored to its original conditions and relocated to Meiji-mura. Japanese 

engineers gradually acquired knowledge from British engineers, and were able to compile the wrought iron 

plate girder bridge design of the Kamogawa Bridge (1879), under instructions of another British engineer 

C.A.W. Pownall. One of his remarkable works was Usui Pass No. 3 Viaduct (Usui dai san kyōryō) built in 

1892 on the Shin’etsu Line between Yokokawa and Karuizawa (Fig. 5). It was an arch bridge built on a steep 

gradient of 25%. The bridge consists of four arches, and the largest is 91 m long and 31 m high, making it 

Japan’s highest brick arch. Japanese engineer Seichi Furukawa was also involved in its design.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Usui No. 3 Bridge, 1892, Gunma Pref.             Fig. 6 Shin-Eikan Shigai Line Viaduct, 1910, Tokyo 

 

The predecessor of the present-day Yamanote Line was opened in 1885 by the Nippon Railway 

Company, operating between Shinagawa Station in the south and Akabane Station in the north. The top part 

of the loop between Ikebukuro and Tabata (a distance of 3.3 km) opened in 1903, and both lines were 

merged to become the Yamanote Line in 1909.  The contemporary Yamanote Line came into being on 19 

November 1956, when it was separated from the Keihin-Tōhoku Line and given its own set of tracks along 

the eastern side of the loop between Shinagawa and Tabata. The first railway viaduct of the Yamanote Line 

made of brick, the Shin-Eikan Shigai Line Viaduct (Shin-eikan shigai sen kōka-kyō), was built in 1910 (Fig. 

6). In 1914 the viaduct was extended from Yūrakuchō to Tokyo Station (Tōkyō-eki). New building of Tokyo 

Station made of brick in neo-renaissance style – the “Marunouchi Building” (1914), designed by Kingo 

Tatsuno, became the capital’s important landmark. “Marunouchi Building” has been demolished and 

restored again to its original shape from the before wartime damage, and in consideration of seismic 

standards (2013).  

The structural methods were changing along the development of new materials. Bridges became larger 
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and designed for heavier trains. After Pownall returned to UK in 1896, bridge design was influenced by 

American engineers who around 1897 commissioned large truss girders [7]. The design style switched from 

British to American. New director of the Railways Agency, Soichiro Matsumoto studied in the USA. Also 

the number of Japanese who studied in the USA increased. Government railways commissioned by 

American engineers Theodore Cooper and Charles C. Schneider started to design new truss girders. Also 

private railway companies were using American style from 1896. One of the prominent bridges at that time 

was the Amarube Viaduct (Kyū Amarube kyōryō) built in 1912 (operated until 2010) on the San’in Main 

Line (Sain’in honsen). The viaduct, with high trestle piers, was designed by Seiichi Furukawa. While, the 

trestle piers were imported from the USA, the girders were made in Japan. Since 1913, all trusses were made 

in Japan. Since the 1920’s, the rigid-frame structures were used for bridges, which also became larger. The  

Sumidagawa Bridge (Sumidagawa-bashi, 1932) was the first full scale deck-stiffened arch with central span 

of 96 m. 

Meanwhile, the viaduct of Yamanote Line, built mainly of brick arches in the south section of Tokyo 

Station, was completed in 1909. The Yamanote Line, passing through the city center from Ueno to 

Shimbashi, was built on viaducts from the start for grade separation. In 1919 was completed the Manseibashi 

Viaduct (Manseibashi kan kōka-kyō) – which used a girder structure and rigid frame structure, as well as 

reinforced concrete arch with brick exterior (Fig. 7). The viaduct, which has been part of the Chūō Line, 

connected Shimbashi with Old Manseibashi Station (Manseibashi-eki). Design concept was based on the S-

Bahn in Berlin, which has been also composed of arched brick and concrete structure. The functions of 

spaces below were not planned ahead and therefore they developed later spontaneously, corresponding to the 

needs of the local surrounding.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Manseibashi Viaduct, 1919, Tokyo Fig. 8 Station Alser Strasse, U-Bahn Line 6, 1989, 

Vienna 

 

The inspiration for brick viaducts came from Europe. A rapid transit railway system in Berlin built in 

1870’s – the S-Bahn – was earlier called Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen. Large section of the core 

of this network, that is the cross-city Stadtbahn (East-West line) and the circular Ringbahn were built on 

viaducts. One of them was near the Bahnhof Friedrichstasse (1882), which later in 1926 was remodeled into 

expressionist style building with elevations covered by tiles. However sill, at many locations, the brick clad 

viaducts survived. Also in Vienna, the Stadtbahn (Wiener Stadtbahn) that existed under this name in 1898-

1989, had many similar viaducts with brick façades (Fig. 8). The Stadtbahn is also one of the best-known 

examples of Art Nouveau architecture, whose most famous buildings are the two former station entrances on 

Karlsplatz. In 1981, the Stadtbahn was converted into U-Bahn system. In Paris were also brick viaducts, as 

well as steel structures used for elevated railways. They have elegant ornamentation and are used until now. 

Famous brick viaduct in Paris near the Bastille was converted into an urban park (Fig.27).  

 In Tokyo, in spite of concrete and brick-clad viaducts, rigid frame structures were also popular. 

Yamanote Line, which in 1929 was completed to Ueno, adopted for this section rigid frame structure. The 

space below has sufficient width and height for small buildings. Some establishments moved from the station 

fronts to under the viaducts. Gradually, the material changed from brick into the concrete. In the 1920’s and 

later, RC structures, mostly rigid frames, were used for viaducts in Tokyo and  Kanagawa, both for 

government and private lines, such as for example the Ochanomizu-Ryōgoku section on Sōbu Line, on 

Senryū Line, and on Hankyū Railway. Later, in the 1950’s, continuous girders gave the necessary experience 
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for continuous trusses for Shinkansen.  

 The construction of the first high-speed line – the Tōkaido Shinkansen began in 1959. At that time more 

than 50% of elevated railroads was built on embankments. The advantage was lower construction cost. But it 

also used reinforced concrete rigid frame viaducts and welded steel continuous Warren trusses. The Tōkaido 

Shinkansen was completed in 1964. Its structures completely changed the rural Japanese landscape.  

 Since 1970’s started the development of slab tracks on continuous RC roadbed. Such structure have been 

adopted for the San’yo, Tōhoku and Jōetsu Shinkansen. Rails were attached directly to the reinforced 

concrete slab. However, the embankments have been still used for other Shinkansen lines, such as the 

Hokuriku (1997), Yamagata (1992-1999) and Akita Shinkansen (1997) (Fig. 9). At the Hokuriku Shinkansen 

the embankment have vertical concrete walls. Even since the revival of embankment is continuing since 

1997, the majority of railway structures consists of viaducts and tunnels. Nowadays, the most popular 

structure for the viaducts is rigid frame (Fig. 10). Their advantages are suitability to cross multiply 

waterways and roads, higher stability; a disadvantage is higher construction cost. The structures often used 

for railway bridges are cable-stayed, e.g. 2nd Chikuma-gawa Bridge (Dai ni chikum-gawa bashi, 1998), and 

extradosed, e.g. Ōnogawa Bridge (Ōnogawa kyōryō, 2009). The presstressed concrete bridges are also 

widely used, e.g. 7-span continuous through-type girder Himekawa Bridge (Himakawa bashi, 2007). Among 

concrete bridges, through-type concrete deck-stiffened arches, following the tradition of Sumidagawa Bridge 

are also used, for example on the JR East Nambu and Agatsuma lines [7].  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Embankment of the Akita Shinkansen, 1997 Fig. 10 Rigid frame of the San’yo Shinkansen 

 

The history of railway viaducts shows that they followed the structural and technological advancement 

that was reflected in the development of bridge structures. 

 

2.4 Aesthetic issues of elevated stations and railroads 

In Tokyo, except the Yamanote Line which was built as elevated railway, other railways on the ground 

level implemented projects of moving existing tracks on to viaducts, resulting in creation of under-viaduct 

spaces throughout the city. These spaces resulted from various developments but all are administrated by 

railway operators. They have sufficient height, at least 4.5 m – for small buildings. However in Tokyo more 

than 40% of these spaces are not used. The size of viaduct and their use are the source of various problems.  

The shape of viaducts is affecting urbanscape and rural landscape. Some rail viaducts have been built in 

grade separation projects, also seismic works and renovation of rail viaducts created possibility for  

improvement of structures and allowed to introduce new uses of the spaces below. The task is how to make 

the structure less obstructive and how to facilitate the space below. 

There are several visual and aesthetic aspects of elevated structures: 

 

- Harmonization of the elevated railway station with surrounding 

Harmonization should be achieved through the architecture of station building. Railway stations 

nowadays are often important public buildings with distinguished architecture, and multifunctional facilities. 

Architecture can reflect various architectural styles, it may also show historical references, “sense of place” 

and local context – but without over directness. It is necessary to maintain a balance between building and its 

meaning. Station building should “look like a station”, be a recognizable transportation hub. The reference to 
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surrounding can be achieved also by an appropriate scale, details, design motifs associated with location and 

a sensitive approach considering the neighborhood. Harmonization can be achieved by adopting local 

materials for the building and plaza in front of the station. A good level of harmonization of elevated stations 

with their surrounding has been achieved on the newest Shinkansen stations of the Kyūshū Shinkansen 

(2011), Hokuriku Shinkansen (2015), as well as on opened in 2016 first three stations of the Hokkaidō 

Shinkansen (Oku-Tsugaru-Imabetsu, Kikonai and Shin-Hakodate-Hokuto). Elevated stations on the 

conventional lines have also original design associated with their location, e.g. Hyūga-shi Station in 

Miyazaki Prefecture, designed by Hiroshi Naitō (Naitō Architect & Associates). The hybrid structure is 

based on steel frames and laminated wood made of locally produced cedar wood (sugi). Similar design has 

been applied for all parts of the station building, platforms and a square in front of the station (Fig. 11). 

Elevated stations are more outstanding than stations on the ground level, therefore their design should 

consider their scale. Existing stations are often developed for the arrival of Shinkansen – currently for 

example Fukui Station is under such redevelopment. The task is how to connect old parts with a new part of 

the station. There are many cases, in which the design of Shinkansen station is different from the building 

that serves conventional lines.  

 
- Adequate space inside the elevated station building 

Elevated stations have imposed limit of their interior space (particularly of the height) by the structure, 

when they are situated below the elevated tracks. At some stations, the interior space of the hall and 

concourses is small, occupied by stores. The space can be larger through a non-conventional design. At the 

Kōchi Station, also designed by Hiroshi Naitō, there is a large roof built over the elevated railway. The 

arched roof provides larger spaces on the platforms and even on the ground floor (Fig. 12). Thanks to the 

arch, the station looks spacious even on the ground level.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Hyūga-shi Station, Miyazaki Pref., 2008 Fig. 12 Kōchi Station, Kōchi, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Chūō Line Viaduct, Tokyo  Fig. 14 Heron Quays Station and viaduct of 

DRL, London, 2002 

 

- Harmonization of the railway viaducts with surrounding 
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Similarly to the buildings, also the viaducts should be well-composed considering their surroundings. 

The most essential factor is a good structural design. Important aspects of such design are: view of the 

girders, their size, shape, color and texture; shape of the piers, height of the elevation and details. Although 

some structures may be regarded as the neutral or as the eyesores, some urban viaducts may have in fact 

become city landmarks, recognized for their important visual amenities. One of the successful examples is 

the Chūō Line Viaduct at the Tokyo Station, where a lot of care has been taken to aesthetically design the 

structural elements and to apply colors. Sensitively designed viaduct is enhancing urban scenery around the 

railway station (Fig. 13). Harmonization of viaducts can be achieved by relating the structure to the station 

building, to other buildings and through the design of viaduct itself – its structure and form, according to the 

aesthetics of bridges [8]. The structure can be pleasing, not dominating, like the one of the Docklands Light 

Rail (Fig. 14). In the harmonization of the railway viaduct important factor is scale, and particularly height of 

the structure. Viaducts are sometimes large, in industrial scale (e.g. Tōzai Line and Keikyū Line), separating 

two parts of the neighborhood. Another important factor is type of structure. In viaducts can be observed a 

great variety of architecture and urban expression, as well as the lack of coherent style. Distances from 

adjacent buildings and existence of street along the viaducts alienate the structure. Important factor is also 

what kind of function play the spaces below the viaducts, and how it is related to its surrounding.  

 

3. Aesthetic issues of space below the elevated railway 
 

Kevil Lynch has defined in his book “The image of the city” five important visual elements in the city: 

paths, edges, districts, nodes and landmarks [2]. He also introduced the “legibility”, which is a notion that 

cityscape can be “read”. According to him and other urban planners, railroads are important paths in the city 

– which are the routes, along which people move. when they are elevated, they are more visually prominent. 

In Tokyo, except the Yamanote Line which was built as elevated railway, other railways on the ground level 

have undergone projects implementing grade separate junctions through moving existing tracks on to the 

viaducts, resulting in creation of the under-viaduct spaces (plus sidewalk at around 1.5 m) throughout the 

city. Under viaduct spaces resulted from various developments but all are administered by railway operators. 

The space created under the railroads is considerably large, at least 4.5 m high and can be used for some 

facilities. However, in Tokyo 40% of such spaces are not used. In spite of the usage of such space, elevated 

railroads are visually prominent, large scale facilities that can make the landscape unsightly, if their structure 

does not have aesthetic qualities. Sometimes both the elevated railways and the spaces below can be 

problematic from the landscape point of view. 

 

3.1 Improvement of viaducts 

Some viaducts have been newly built in grade separation projects, also seismic works and renovation of 

old rail viaducts created possibility of new uses of the spaces below. Because the viaducts are very important 

structures in the cities, and very huge ones, the task is how to make their structures less obstructive and how 

to facilitate the space below. There are still viaducts that need renovation and refurbishment (Fig. 15), but 

also many viaducts and spaces below have been renovated (Fig. 16). Recent project concentrate on new 

functions for the spaces below the viaducts.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Shimbashi viaduct    Fig. 16 Brick viaduct of the Chūō Main Line,  

      Kanda-Awajichō 
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3.2 Space below the elevated railway 

Typical uses include: stations under the elevated tracks and station facilities, bus terminals, taxi, car and 

bicycle parking, shops, restaurants, offices, warehouses, children parks, museums (e.g. railway museum), 

and substations. The atmosphere below the viaducts has been associated for a long time with drinking bars 

and casual restaurants, such as near the Yūrakuchō Station. This typical pattern has been undergoing 

redevelopment and at various locations new uses have been adopted. Usage plans of under-viaduct space are 

prepared by local governments and negotiated with railways and road authority. Local agencies are able to 

use up to 15% of space free of charge. JR East developers, along with their renaissance policies, have been 

studied use and management of the railway under-viaducts spaces. “Station renaissance” is the program, 

which aims to maximize the appeal of stations. It also embraces renovation and utilization, both stations and 

railroads, including viaducts. Among new functions adopted by JR are shops and crafts, pop-culture, 

thematic streets, station type nursery, places for multi-generation exchanges, anime, onsen facilities, and 

sport facilities (Fig. 17).  

Such new uses have been realized at several new projects, for example the “2k540 AKI-OKA 

ARTISAN” (2010), “CHABARA AKI-OKA MARCHE” (2013), “mAAch Ecute Kanda Manseibashi” 

(2013), “Asagaya Anime Street” (2014), “Center for Arts and Culture” under the Keihin Express Railway 

Tracks between Kogane-chō and Hinode-chō (2008). [9]. Also private companies utilize space below 

viaducts in a new way, e.g. “Nakameguro Kōkashita” (2016), where Tokyu Corporation and Tokyo Metro 

are developing further, in more elegant way the concept of the “dining under the tracks”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 New uses of the space below the elevated  Fig. 18 “2k540 AKI-OKA ARTISAN”, Tokyo,  

Railways      2010 

 

3.3 Projects of utilizing the space under the railroads 

Spaces below the elevated railroads have been successfully developed in recent years to attract rail 

customers and local communities. Such facilities became important evidences of past history and made an 

interesting contribution to the modern urban planning. In some instances also unused rail viaducts have been 

transformed into completely new architectural and urban realms.  

 

- Okachimachi – “2k540 AKI-OKA ARTISAN” (2010) 

JR East Urban Development Corporation has been developing space below Yamanote Line in Tokyo. 

The first stage was a creation of a space between Akihabara and Okachimachi stations – the “2k540 AKI-

OKA ARTISAN”, which was devoted to various creator’s shops. It was opened in 2010. The space has been 

aesthetically arranged and shared by a number of artisan shops and craftsmen (Fig. 18). It was realized under 

the theme of “manufacturing”. The Okachimachi area has been for a long time a home for various 

manufactures. The design style is combining the studio and shop, to enable the clients not only to buy a 

commodity but also to experience manufacturing at the workshops. The name comes from the location – 

“2k540” is “2 kilometers 540 meters” from the Tokyo Station. “AKI-OKA” has reference to the location in 

the middle between Akihabara Okachimachi stations. The “ARTISAN” has the meaning of “craftsman” in 

French.  
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- Akihabara – “CHABARA AKI-OKA MARCHE” (2013) 

The second stage was the development of the “CHABARA AKI-OKA MARCHE” in 2013 (Fig. 19). 

The concept traces once flourishing in Kanda fruit and vegetable markets. They were realized under the 

concept of a “town of food culture”. The bustle of the old Kanda fruit and vegetable market is intended to be 

reminiscent at the shop offering a selection of “Japanese food” from around the country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 “CHABARA AKI-OKA MARCHE”, Tokyo,      Fig. 20 “mAAch Ecute Kanda Manseibashi”, Tokyo, 

2013                        2013 

 

-  Kanda – “mAAch Ecute Kanda Manseibashi” (2013) 

JR East is listing station space utilization as an important objective in the “Review of operations” of 

2014. New in-station and under the railroad developments, and new formats, have been implemented to 

improve customer’s convenience and enhance profitability. Among the newest projects that strengthen local 

communities is the “Old Manseibashi Station Site Development Project” (2013), which include: “JR Kanda 

Manseibashi Building” constructed at Manseibashi, between Kanda and Ochanomizu stations on the Chūō 

Line, on the site of the old Transport Museum, and a river-front deck “mAAch Ecute Kanda Manseibashi”, 

which was built using the structural remains of the defunct Manseibashi Station. This project, utilizing the 

space under the Chūō Line brick viaduct, intended to revitalize communities by providing a place where 

local people can meet, and by reminding them of the old Manseibashi Station.  

Within this project, a new walking route was constructed by building a river-front deck, while the 

remains of the Manseibashi Station building and the red-brick viaduct have been conserved (Fig. 20). A new 

building with original arches – “mAAch Ecute Kanda Manseibashi” – a commercial facility and a front deck 

using old Manseibashi Viaduct was built. The concept for this renovation project was the “Manseibashi 

Salon” – a venue consisting of various stores and an observation deck. The old platform of the Manseibashi 

Station has been positioned at one end with an observation deck named “2013 Platform”. The deck and 

nearby café are situated between the inbound and outbound lines of the Chūō Line, giving users a unique up-

close view of passing trains. While historical viaduct is still serving its purpose, the space beneath have been 

reborn. 

 

- “JR Chūō Line Mall Project” (2010-) 

New, 13.1-km section of the JR Chūō Line, was constructed as a grade separation project between 

Mitaka and Tachikawa in 2010. With the central line concept, 18 railway crossings were eliminated. The 

construction created a large space of 70,000 m2 under the viaduct. A new company – the JR Chūō Line Mall 

Co., Ltd. was created in 2010 to implement the projects of development and management of the space below 

the new viaduct, as well as to manage commercial facilities. Trackside areas have been developed in 

coordination and with the cooperation with local administration and local community. The concept of the 

“JR Chūō Line Mall” is based on two elements: “business” that is run at the stations and their vicinity and 

“promenade” running under the viaduct with facilities supporting residents.  

“Nonowa” – new businesses have been developed at five stations: Musashi-Sakai (2013; 2016), Higashi-

Koganei (2014), Musashi-Koganei (2015; 2016), Nishi-Kokubunji (2012) and Kunitachi (2015; 2016).  

Within the concept of “nonowa” lies a creation of a connection between the “nature”, “people” and “town”, 

and bringing them together. The “nonowa” facilities consist of unique or fashionable shops and coffee shops, 

restaurants, galleries, various spaces combining interesting interior design and vertically arranged greenery, 
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such as “green walls”.   

The “nonomichi” promenade has been realized near Musashi-Sakai Station (2014), between Musashi-

Sakai and Higashi-Koganei stations (2016) and around Higashi-Koganei Station (2014). The concept of 

“nonomichi” relies on arrangement of walking space that can be comfortable to walk, of a community garden, 

or community terrace, and on creation of a new exchange place for a certain area. The “nonomichi” 

promenades are supporting the lifes of residents with such facilities, like health clinics, recreation spaces and 

“green spaces” with various plants. Also a garden located partly below the tracks, near Musashi-Koganei 

Station, is under construction. The longest section of “nonomichi” – the “nonomichi Sakai Nishi” – is 

located between Musashi-Sakai and Higashi-Koganei stations. Among enterprises built there under the 

elevated railway is the “COTONIOR Kunitachi” (2016) – containing facilities for senior citizens, like gym, 

and facilities for children, like nursery and kindergarten. Another facility is a thematic garden for children 

with the theme of “railways” (2017; Fig. 21). There are parking, shops, recreations plazas (Fig. 22), etc. 

There is a good information system based on well-designed signs and maps. JR Chūō Line Mall is also 

developing the “Suicle” – shared bicycle ports for picking up or dropping off bicycles, which are currently 

installed at four locations.  

One of very successful projects within the JR Chūō Line Mall Project, awarded in 2016 with Good 

Design Award, is the “Higashi-Koganei Community Station” (2014, Fig. 23). Among characteristics of the 

new urban spaces created near the Koganei Station are open space in front of stores, shared facilities for local 

communities, and free plazas for various community event, and concerts (Fig. 24).  Facilities are created for 

local residents, for example for sharing the office spaces, for local shops, to enable local community to 

conduct businesses and at the same time to maintain community exchanges. Functions are related to the 

needs of the local community and some are very new. Spaces under the tracks are very well designed and are 

both visually and functionally very attractive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 “nonomichi Sakai Nishi”, children’ garden, Fig. 22 “nonomichi Sakai Nishi”, recreation plaza 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 23 “Higashi-Koganei Community Station”, Tokyo Fig. 24 Open space in front of the store, Higashi- 

2016          Koganei, 2016 
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- Nakameguro – “Nakameguro Kōkashita” (2016) 

Nakameguro Station, which is jointly operated by Tokyu Corporation and Tokyo Metro, serves as the 

transfer point between the Tōkyū Tōyoko Line and the Tokyo Metro Hibiya Line. Station facilities were 

refurbished and developed in 2016 and further in 2017 as the “Nakameguro Kōkashita”. New development 

consist mainly of shops and restaurants located under the 700 m-long viaduct, on both sides of the 

Yamanote-dōri, and between station and Meguro-gawa River. The concept of “share”, developed as the 

“roof sharing” has been realized by the new structures built below the elevated railroad, and by arrangement 

of very individual shops (Fig. 25). Dark interior below the track has been changed into nice bright spaces 

(Fig. 26). New, modern “shōtengai” is reflecting the sophisticated atmosphere of Nakameguro area. Except 

of interior spaces, there are also outside terraces in front of restaurants. Local people and visitors can enjoy 

the place and various excellent shops and restaurants.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 “Nakameguro Kōkashita”, Tokyo, 2016  Fig. “Nakameguro Kōkashita” – interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Viaduct of the Arts, renovated in 1989  Fig. 28 Promenade Plantée, Paris, 1993 

 

3.4 New uses for old unused urban viaducts 

Sometimes viaducts are not used for transportation, due to various changes in urban networks, because 

of the construction of subways and because of the aging of the structure. Viaducts are often historical 

structures, which have the value of historical monuments. In European countries there are usually rigorous 

policies regarding the preservation. If the viaducts are not playing transportation role, they may have 

assigned very different function and still be preserved as important urban landmarks.  

One of the projects of the re-used viaducts is the Promenade Plantée in Paris, known as the “LA Coulée 

Verte René Dumont” – a park located on the Viaduct of the Arts (Fig. 27). Long park walkway is located 

along the old railway line of Vincennes, closed since 1969, and it stretches for 4.5 kilometers, 7 meters 

above the streets (Fig. 28). The Promenade Plantée was created in 1988 by landscape architect Jacques 

Vergely and architect Philippe Mathieux; it was inaugurated in 1993. The arcades of the Viaduct of the Arts 

were renovated in 1989 by the architect Patrick Berger. The 19th century viaduct of the abandoned railway 
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now houses craftsmen and artisan workshops. It is a first example in the world of designing a garden on the 

top of an unused viaduct. A portion of the High Line Park in New York, which was inaugurated in 2009, was 

inspired by the Promenade Plantée. Similar transformations inspired by French park are also planned in 

various cities, e.g. St. Louis, Philadelphia, Jersey City, Chicago, Rotterdam, etc. 

There is also a new European example of the “IM Viaduct” in Zurich. Historic viaduct built in 1894 was 

refurbished through injection of a series of contemporary shops and restaurants beneath the arches. It also 

provides outdoor space and plays cultural and social function. The designers of the project realized in 2016 

are EM2N and Zulauf Seippel Schweingruber Landscape Architecture. 

 

3.5 Potentials of use (new uses) of space below the elevated railway  
 Standard use of the space below the elevated railways, such as station facilities, bus terminals, taxi, car 

and bicycle parking, shops, restaurants, offices, warehouses, has been expanded into new uses, through the 

collaborations of railway companies with local governments and residents. At the new projects utilizing 

spaces under the viaducts there are shops and crafts, where buyers can also observe the process of producing 

artifacts (e.g. “2k540 AKI-OKA ARTISAN”). Restaurants are more fashionable. Pop-culture is reflected in 

“Anime streets” inspired by the animated movies and their characters. Shops are aiming to attract local 

community and reflects the character of the neighborhood (e.g. “CHABARA AKI-OKA MARCHE”). There 

are also other community facilities, like sport facilities and onsens.  

Railway companies have been involved in projects connecting together lines, stations and communities. 

JR East, in their management vision of 2012 – “JR East Group Management Vision V - Ever Onward”, is 

promoting under the key phrase of “TOMO NI IKIRU” (Together): Strengthening collaboration with local 

communities. Regarding the Tokyo metropolitan area network, JR is aiming to continue development of “a 

line-side area brand that is chosen by consumers by developing areas from the multidimensional perspective 

of town development”. [10] Development of a “line-side brand” was the scope of JR visions in the years of 

2012-2017. Promotion of a line-side brand was reflected in opening of “nonowa Musashi-Koganei SOUTH” 

and “COTONIOR Kunitachi”, as well as “Musashi-Sakai Poppo Park” on the Chūō Line. JR East’s 

management vision of 2017 – the “Updated Priority Initiatives Going Forward” is expanding this scope with 

the task of making line-side areas more attractive and convenient through discovery and creating new value 

in line-side areas and through the enhancement of the “ways of living” [11]. JR is promoting urban 

development by means such as formulating strategies for railway lines, renewing station buildings and their 

surroundings, reorganizing facilities and services. Stations are meant to serve as gateways to their cities and 

communities. All these moves are coordinated with the local governments to revitalize the communities. 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 New uses of space below the elevated             Fig. 30 “nonowa” Musashi-Sakai, “green wall”, 2016 

railway  

 

 The newest projects develop these ideas and create new types of use of the space below the elevated 

railway (Fig. 29). Shops are becoming “super personal shops”, reflecting local potential and local 

community. Community facilities are transforming into “community station” and “station-type nursery” and 

“multi-generation exchanges”, where the youngest members of the community meet the oldest members (e.g. 

“COTONIOR Kunitachi” of the “JR Chūō Line Mall Project”). Stylish restaurant are developing into “food 

+event” enterprise”, supporting artists and creators through the “art space”, “DJ performance” and “digital 

https://www.jreast.co.jp/e/press/2017/pdf/20171001.pdf
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art”, etc. Existing facilities are elastically changing, according to the local needs and local potential. The 

rental fees for spaces under the viaducts are much cheaper and affordable, for example for small companies 

to set an office. The direction of this development is towards “fast life” style, in which the consumption is an 

important aspect of life, and the technology is an important tool. However the newest uses of the spaces 

below the railway show – through the provision of greenery and facilities concerned with health, sport, etc.,  

– also consideration for environment and healthy life-style (Fig. 30). The aim is to create new line-side 

brands and to fulfill the needs of people living around the railway line. Through the collaboration of the 

railway with the community it is possible to provide facilities. which are necessary and meaningful in 

improving of the “ways of living” and the “ways of working” of the local community. 

 

4. Conclusion 

Elevated railways are important elements in urban structure and their aesthetics, as well as function, are 

immensely important for local residents. Regarding their structure, which is very visible, design should 

satisfy the aesthetic requirements of viaducts and bridges. Aesthetics of bridges has developed since the 

1980’s and currently visual and conceptual considerations are part of the design process. The space below 

viaducts is providing many opportunities for its use. Nowadays, the use of the space below elevated railways 

is concentrated on reviving communities living along the line, on relating to new life-styles, developing 

stations as gateways, and the walkways along the lines as attractive and functional promenades. Historical or 

unused viaducts given new functions are reborn as new attractive facilities. The areas between stations which 

before were seldom visited, now attract new flows of people.  

From the railway companies’ point of view, new development is mainly concentrated on enhancing 

profitability. However, at the same time, thanks to involvement of local governments, it is also benefiting the 

local communities. Current “fast-life” trend might be in future be diverted towards recreation, creation of 

beautiful towns with plazas and open space, with improved safety for natural disasters, as well as towards 

emphasizing more the identities of particular locations – the “sense of place” (Fig. 29). Next generation of 

spaces below the elevated railways may more be oriented towards the “slow-life” and make efforts to 

improve the quality of life of people in neighborhoods surrounding lines. Such approach requires provision 

of a comfortable environment, e.g. reducing noise, increasing amount of trees and greenery along the lines, 

promoting local plants, provision of more facilities for elderly and children, better adjustment of diversity of 

facilities for particular communities. The landscape design under the railroads has still a lot of potential, it 

can be improved and bring profits both to railway companies and local communities.  
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我が国は世界に先駆けて少子高齢化による人口減少社会に直面している．しかし，各地が有する貴重な

地域資源に着目し上手に活用することによって，自然と共生した自律分散型の持続的な社会を構築するパ

ラダイム転換の好機と捉えることもでき，地方創生や地域再生からもこうした動向に期待が高まっている． 

本研究は，地域資源の一つである「河川」に着目し，身近に流れる河川と人々の関わりを通じて，そこ

に暮らす人々や地域社会に新たな活力を生み出すことができないか，とりわけ高齢者の生き甲斐や活躍の

場といった観点から，地域再生に果たす河川の価値について検討したものである．また，この河川が有す

る価値を創出し向上させていくために企業が担える役割について，社会と企業の共有価値創造の視点から

考察を行った． 

 

     Key Words : Regional Revitalization, Collaborative River Restoration, Senior Generation, CSV 

 

 

1. はじめに 

   

我が国の人口や経済は縮小傾向に差し掛かり，半世

紀以上に渡り追い求めてきた物質的な豊かさにも陰りが

生じる中，真の豊かさとは何かを見出せぬまま，明るい

未来を展望できず混沌とした閉塞感が社会全体に漂って

いる．少子高齢化や地域間格差の拡がりといった諸問題

は，我が国の健全かつ持続的な成長を脅かす危機的な課

題として捉えられているが，果たして負の側面ばかりな

のであろうか． 

高齢化社会にありながら，高い志や使命感で繋がる

気の合う仲間とともに自ら汗を掻きながら生き生きと活

躍する団塊の世代は少なくない．また，限界集落など衰

退する地域の話題に注目が集まる中で，地域資源を上手

に活用し，一流の田舎を目指したまちづくりや地域興し

を実践している団体も全国に多数存在している．1)  

世界に先駆けて突入した人口減少社会ではあるが，

各地域が有する貴重な宝と真摯に向き合うことで，個人

が今まで以上に自律した暮らしを営み，自然と共生した

分散かつ循環型の持続的社会を構築するパラダイム転換

の好機と捉えることもできるかもしれない． 

本研究では，このような視座から，地域資源の一つ

である「河川」に着目し，身近に流れる河川と人々の関

わりを通じて，そこに暮らす人々や地域社会に新たな活

力を生み出すことができないか，すなわち人と川と地域

の繋がりの再構築による我が国が直面する社会課題解決

の可能性について考察した． 

本稿は，元気な地域づくりに寄与する川づくりの更

なる推進を目標に，人と川と地域の関係性から地域再生

に果たす河川の価値について掘り下げるとともに，この

価値を更に向上させるために企業が担える役割について，

社会と企業の共有価値創造の視点から研究した2ヵ年の

成果をとりまとめたものである． 

 

mailto:a-wada@ctie.co.jp
mailto:hrm-takahashi@ctie.co.jp
mailto:wakasugi@ctie.co.jp
mailto:t-ando@ctie.co.jp
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2. 地域再生に果たす河川の価値研究 

 

 (1) 研究の対象と方法 

我々の暮らしと川との関わりは河川の機能として整

理できる．（図-1）これまで水災害により多くの尊い命

と財産が奪われてきた一方で，人が生きていく上で欠か

せない水資源の多くも河川表流水に依存してきたことか

ら，河川の二大機能である「治水」「利水」を柱に，多

くの都市や集落が河川沿いに発展してきた．1970年代に

は都市部を中心に経済優先の中で忘れられていた河川の

もう一つの重要な機能として「親水」が提起され，2) 

1990年代にはこの親水機能を含む河川を取り巻く自然生

態系や社会性も包括した概念として「環境」が河川の三

大機能の一つとして認識されるようになった．3)  

 

 

 

 

 

 

 

図-1 河川の機能（山本・石井 1971）2)  

河川の機能の重要度は時代背景により異なるが，概

ね高度成長期前までは人と川との関わりは多様かつ密接

で，河川から多大なリスクも恩恵も受けながら，河川が

個人の意識と日々の暮らしの細部にまで浸透していた．

この時代には，度重なる水害経験や日常的な川の利用を

通じて河川に対する恐れや畏敬の念が個人に醸成され．

更には河川が有する恵みを効率的に享受するため住民が

地域で連携して河川を管理するなど，個々人の意識の有

無とは無関係に，人と川との直接・間接的な関わりに起

因する精神性や独自の風習など地域毎の河川に関わる文

化も育まれてきた．しかし高度成長期以降は，都市化に

よる人口集中や大量生産・消費社会を背景に，集権的な

水システムの整備により河川に関わる生命のリスクや水

利用の不便さは大幅に軽減されたものの，河川は住民の

意識や暮らしから遠い存在にもなった．4) （図-2） 

こうした人と川の関わりの変遷や今後の社会情勢を

踏まえ，本研究では，河川に起因する文化性として地域

に暮らす人にとっての河川の価値に着目し，特に高齢者

の生き甲斐や活躍の場等の視点から，川との関わりによ

る住民意識や地域の変化について二つの地域を対象にア

ンケート及びヒアリング調査を行い，人が川と関わるこ

とで生まれる効果や効用を河川の価値として評価し，今

後の川を活かした地域づくりの方向性について考察した． 

 

図-2 時代毎の社会情勢・価値観，河川の機能利用， 及び 人と川との関わりに起因する文化の変遷 

※総人口変化：国土交通白書2014「図表1-2-1 我が国人口の長期的な推移（実績，中位推計）」データより作図 
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表-1 調査対象地域の概要と調査内容 

 

 

(2) 調査対象地域の概要 

調査対象地域と調査内容の概要を表-1に示す．対象地

域は，河川の利用が比較的盛んであること，また河川を

活かした地域活性化を志向する環境保全活動団体が存在

していることを条件に選定し，比較対象として都市近郊

と地方を流れる異なる特徴を有する河川を選んだ． 

横浜市瀬谷区を流れる和泉川は，約20年前にふるさと

の川モデル事業として複数の親水拠点や川沿いの遊歩道

が整備され，周辺住民の憩いの場として積極的に利用さ

れている．また親水整備後に横浜市が導入した「水辺愛

護会制度」により，清掃活動や除草などの日常的な河川

環境維持管理の一部を沿川の住民で構成される複数の水

辺愛護会が担うとともに，環境保全団体による生き物観

察や地域交流行事等も開催されている． 

また，長崎県東彼杵町には，大村湾へと注ぐ10km前

後の長さの河川が櫛状に複数存在し，和泉川と同様に約

20年前にはふるさとの川モデル事業として江の串川に河

川公園が，また約10年前の治水対策事業では彼杵川に河

川公園も整備されている．町内河川では，長崎県が指定

した水辺愛護団体などにより年複数回の清掃活動や除草，

近隣小学校の総合的な学習での河川利用，また自治会の

連携による河川公園での川まつりなどが実施されており，

水源林や中流及び下流部の水辺を拠点とする愛護団体が

相互に連携しながら，地域の大切な財産である河川を活

かした町おこしの取組みが始まっている． 

 

(3) 調査方法 

対象河川の水辺に日常的に集う人々，及び清掃や環

境保全などより能動的に河川での活動に関わる人々の2

パターンを対象に調査を行った． 

前者の水辺に集う人々を対象とした調査は，河川沿

いにて対面式のアンケートを行い，回答者の属性（性別，

年代，居住地，地域活動参加の有無）とともに，川の利

用状況（頻度，滞在時間，利用内容，場所），川の利用

による自分自身の変化（川の魅力，気分の変化，気にな

ること，自分自身の変化の有無），未来の川との関わり

（関心，やってみたいこと）に関する質問を行った． 

また後者の河川での活動参加者に対しては，面談に

よるヒアリング調査を行い，幼少期の河川との関わりの

有無や思い出，河川での環境保全活動に参加するきっか

け，また現在の活動を通じた変化（自分の変化，近所付

き合いの変化，地域の変化等）について回答頂き，ヒア

リングノートにとりまとめた． 

なお上記の予備調査として，和泉川を対象に平日の

河川利用状況を定点観測した結果を表-2に示す． 

 

表-2 和泉川・東山の水辺の利用状況予備調査 

調査日時 2017年5月26日（金） 9:00~18:00 （9時間） 

調査地点 横浜市瀬谷区宮沢 和泉川・東山の水辺 

天候 午前：強雨→小雨，午後：晴れ→曇り 

利用者総数 338名 

 

利用形態内訳 

 

ウォーキング(74%)，犬の散歩(15%)， 

ジョギング(4%)，サイクリング(4%)， 

川遊び(1%)，その他(2%) 
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表-3 アンケート調査結果（各質問項目の上位3位までの回答） 

 

(4) アンケート結果から得られた河川の価値の考察 

各質問項目の上位3位までの回答結果を表-3に示す．

日常的に河川を利用する人々から得られた回答として，

両地域での回答者数に差があるものの，地域での差異な

ど主な特徴を以下に整理する． 

・両地域に共通して，自然との触れ合いを河川の最大

の魅力と感じている．続いて，健康増進の場，景色

を楽しむ場として河川に価値を見出している． 

・半数前後の回答者が，開放感や癒しを気分の変化と

して感じている．特に都市部を流れる和泉川では6割

以上と顕著な傾向にある． 

・河川で気になることとして，横浜では約半数が自然

環境と回答した一方で，長崎では除草が半数を占め

る．農業との関わりの深さも背景にあると思われる

が，意識変化における長崎の川への愛着増加の回答

からも，河川の所有意識の高さが見受けられる． 

・両地域に共通して，約半数が川に来ることで「元気

になった」と感じている． 

・河川での市民活動への参加意思について，横浜では

6割が不参加を希望している一方で，長崎では8割が

参加を希望している． 

次に，両地域回答を合計した河川の利用目的別の意

識変化と活動参加意思の集計結果を示す．（図-3,4） 

この結果から，河川との関わりの深さ（散策→自然

観察→ボランティア）により，自然への興味や河川への

愛着，地域への誇りが増す傾向にあること，またこれが

河川での市民活動への参加意欲に関係しており，河川か

らの恵みを享受するだけの関わりか，自ら河川環境を改

善する深い関わりに発展するかにも影響していると思わ

れる． 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1. 元気になった

2. 充実感が増した

3. 自信がついた

4. 知り合いができた

5. 地域の課題がわかった

6. 自然への興味が高まった

7. 川に愛着が湧いた

8. 地域への誇りが増した

9. 公共意識が高まった

全体

(n=66)

「散策」目的

(n=54)

「自然観察」目的

(n=22)

「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」目的

(n=11)  

図-3 河川の利用目的別の意識の変化 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. 是非参加したい

2. 参加したい

3. 都合が合えば参加したい

4. どちらかと言えば参加したくない

5. 参加したくない

6. わからない

全体

(n=66)

「散策」目的

(n=54)

「自然観察」目的

(n=22)

「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」目的

(n=11)
 

図-4 河川の利用目的別の市民活動参加意思 
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(5)ヒアリング結果から得られた河川の価値の考察 

ヒアリング結果を記録したヒアリングノートより，

①幼少期の河川との関わり，②河川での環境保全活動に

参加するきっかけ，③活動を通じた個人と地域の変化，

の3項目についてそれぞれキーワードを抽出（①46語，

②48語，③109語）し，KJ法を用いて，個人と河川と地

域との関係性について整理を試みた．（図-5,6） 

活動を始めた動機としては，河川の生きもののため，

地域に役立ちたい，子どもたちを元気にしたいなど様々

であるが，それを後押しする背景として，自らの幼少期

の多様な川遊びの体験，更にはその遊びの中で育まれた

社会性（後輩指導や仲間の存在）の記憶が影響している

ことが判る． 

 

 

図-5 KJ法によるヒアリング結果の整理手順 

 

清掃や植樹，草刈りやモニタリングなど河川の環境

保全活動を継続する上で大切な要素として，仲間と共に

楽しみながら取組むことが共通して挙げられ，自治会活

動の様な義務感ではない，河川での自主的な活動を通じ

て楽しみや感動などを経験する中で，身近な河川に対す

る責任感や所有意識が芽生え，幼少時の原体験とも混ざ

りながら，郷土を守り育む意識へと変化していく過程が

読み取れる． 

加えて，活動を通じて新たな仲間が加わり，人の輪

による活動の充実化や広域的な拡がりが相乗効果となっ

て，個人の使命感や遣り甲斐が自律心を醸成し，自然環

境，防災や防犯など，地域の財産である河川との関わり

を通じて大切な郷土を次世代へ伝承していくための地域

協働活動へと発展していく過程が見出された． 

以上から，個人と河川との小さな関わりが，仲間を

巻き込みながら，子ども達など多世代へと伝播した広域

的ムーブメントとなることで地域へと波及し，郷土の自

然環境に対する地域の意識変化や活気などへと繋がる一

連の流れがヒアリング結果の分析より確認できた． 

 

 

図-6 ヒアリング結果に基づく個人と河川と地域の関係性 
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(6) 地域再生に果たす河川の価値とその創出に向けて 

a) 地域再生に果たす河川の価値体系 

河川の日常的な利用者を対象としたアンケート結果

から，河川と関わることで得られる効果や効用として，

開放感，癒し，ゆとり，豊かさといったポジティブな気

分の変化が挙げられ，回答者の半数近くが「川に来るこ

とで元気になった」という意識の変化を感じていること

からも，地域住民の心身の健康増進に河川が寄与してい

ること，それを求めて人々が川を積極的に利用している

状況が明らかになった． 

また河川での環境保全活動の担い手を対象としたヒ

アリング結果からは，楽しみや喜びを味わえる，やる気

や遣り甲斐を感じる，仲間が増える，ふるさとの魅力を

再発見できたといった，個人の意識の変化に留まらず，

河川との関わりが新たなコミュニティの形成や活性化へ

と波及する接点の役割を果たしていることも判った．そ

の背景には，魚とりや川遊び，更には遊び仲間の中で育

まれた社会性といった原体験も影響しており，自然や風

景を有する河川がふるさとの象徴的な存在となって，川

の変化や地域との繋がりなどの過去の記憶と現在のギャ

ップが川での新たな行動の原動力となっていることも見

出された．これは，地域が有する貴重な自然と暮らしと

の歴史的な繋がりを回帰させる役割も河川が有しており，

これからの時代に求められる自然と共生した循環型の社

会構築に向けた大切な河川の役割の一つと考えられる．

一方で，川での豊富な原体験を有する世代の多くが高齢

者であることを踏まえると，河川の価値を地域の活力へ

と波及する上でここ数年が大切な時期とも言えよう， 

以上のアンケート及びヒアリング結果の考察より，

身近な河川を活かすことにより地域が変わる可能性が示

唆され，本調査より得られた地域再生に果たす河川の価

値体系を図-7に整理する． 

 

b) 河川の価値の更なる創出に向けた課題 

アンケートにおける河川での市民活動参加意思に関

わる調査結果では，川の恵みを享受することを目的とし

た受動的(passive)な関わりから，環境保全活動等の能動

的(active)な行動へと繋がるまでに壁があることも判った． 

身近な河川が有する価値を改めて認識し，その価値

を更に高めることを通じて地域全体のムーブメントに波

及させていくためには，その地域に暮らす人々の原体験

としての人と川の歴史的な関わりの記憶を掘り起こし，

地域づくりの担い手で共有することが，次の新たな行動

を後押しする上で効果的と思われる． 

このためには，住民との丁寧な対話を通じて地域の

人と川との関わりの履歴を呼び覚ますきっかけづくりや

働きかけを担い，更には地域の多様な世代やセクターへ

と活動が波及する中での調整役となる地域コーディネー

ターやコミュニティデザイナーの育成も必要となる．こ

れまで外部の専門家がこうした役割を担うことが多かっ

たが，郷土愛に根差した持続的な地域づくりを全国で活

性化させていくためには，各地域からこうした人材が直

接育っていくための支援機能が今後は重要となる． 

なお今回の結果は，限られた対象者への調査により

得られた見解であるが，調査人数や調査対象地点数を更

に増やし，免疫学や社会学に基づく大規模なフィールド

調査を行うことにより，河川が地域に暮らす人々の心身

に与える定量的な効果や効用，またそれが地域にもたら

すの波及効果が計測可能となる．こうして得られた河川

が有する価値に関わる新たな知見は，今後の川を活かし

た地域づくりに役立つだけでなく，地方創生に見られる

自律分散型の地域社会の実現にも寄与するであろう． 

 

 

 

図-7 河川との関わりから創出される価値体系
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3. 川を活かした元気な地域づくりへの企業の貢献 

 

 本章では，前章で示した地域再生に果たす河川の価

値を創出し高めていくために企業が担える役割について，

本業及び地域・社会活動を通じて川づくりに携わる当社

の取組みをケーススタディとして，CSRを通じた社会課

題解決と企業価値向上の視点から検討した結果を示す． 

 

 (1) 社会課題解決に向けた企業への期待の高まり 

日本のCSR元年と言われる2003年から10数年が経過し，

CSRを単なる社会貢献ではなく，社会的な価値と同時に

自社の新たな価値創造に結び付ける経営戦略の一つと捉

え，CSR経営やCSVとして積極的に推進する企業が増え

てきた．5),  6)  （図-8）特にここ数年は，ESGやSDGsなど

社会や環境への企業の貢献，すなわち企業の非財務アプ

ローチに対する社会の評価が，持続可能な企業経営に向

けて益々重要性を増している． 

地域再生という一つの社会課題の解決に向けても，

本業で培った専門性をリソースに，CSR経営の推進を通

じた企業の主体的な貢献が期待されている．（表-4） 

 

図-8 CSR／CSV／社会貢献の3層構造 7)  

 

表-4 本研究が目指すこれからのCSR 

 

(2) 価値創造型CSRを目指した既存活動の再構築 

当社が取組む河川に関わるCSR活動としては，地域活

動では，事業所がある地域周辺の河川清掃行事への参加

や協賛，舟めぐりの共同運営，小学校や高校の環境教育

支援，また社会活動では，学協会の委員会活動への参加

や公益団体の共同運営，全国規模の社会啓発行事の協賛

などがある．これまでは図-8における第2層の社会貢献

活動が中心であったが，第3層の価値創造型CSRへの進

化に向けて，当社が取組んできた地域活動及び社会活動

を具体例に，社会と企業の価値共創の視点から活動内容

を再考した結果を以下に整理する． 

a) 地域活動型CSRの再構築：「隅田川クリーン大作戦」

を通じた地域との協働 

当社では2007年より「隅田川クリーン大作戦」に協賛

し，社員や家族が参加し隅田川沿川の美化活動に取組ん

でいる．本研究を実施した2016年及び2017年ともに約50

名が参加し，社員アンケート調査より，参加動機や参加

を通じた感想として図-9の結果が得られている． 

これまでの様な行事への協賛や比較的受動的な参加

を更に発展させる形で，隅田川を活かした周辺地域の活

性化を貢献目標に掲げ，運営主体との積極的な協働を通

じて地域ステークホルダーと対話し，社員が有する多様

な専門性を地域課題解決のために還元する機会と位置付

けることにより，社会と企業の双方に価値を生み出すこ

とが可能となる．（図-10）全国事業所で取組んでいる

各地域活動についてもこうした進化が望まれる． 

0% 10% 20% 30%

ＣＰＤが得られるから

以前から興味があった

ボランティア活動に関心

川をゆっくり見たかった

運動不足解消のため

家族のイベントとして

地域に貢献したい

社内の親睦を深めるため

参加理由

（回答者：両年ともに18名・複数回答あり）

2017年 2016年

 

0 2 4 6

驚き・発見

感動・感謝

リフレッシュ

人との交流

楽しみ

喜び

学び

元気

参加の感想（キーワード）

（回答者：両年ともに18名・複数回答あり）

2017年

2016年

 

 

 

 

 

 

図-9 社員の参加理由と主な感想 

 

図-10 価値創造型CSRの展開イメージ（隅田川） 
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図-11 日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)による主な川づくり協働実績(2016年～2017年) 

 

b) 社会活動型CSRの再構築：「日本河川・流域再生ネッ

トワーク(JRRN)」の運営を通じた社会との協働 

元気な地域づくりに寄与する川づくりの実践活動と

して，当社ではCSR活動の一環で，日本河川・流域再生

ネットワーク(JRRN)の事務局を設立当初（2006年11月）

より公益財団法人リバーフロント研究所と共同運営して

いる．8) 川づくりに関わる社会との協働を基本に，国内

の川づくりの担い手の育成や日本が培った川づくりの知

見の海外普及を主な活動の柱として，2016年～2017年は

図-11に示すような活動に取組んだ． 

こうした公益を目的とした全国活動団体の運営を通

じた社会協働活動についても，前章で得た河川の価値の

創出を念頭に，企業が有する専門性を活かして地域関係

者と直接対話する場を創り出し，地域活動への支援や団

体そのものの発展への貢献により社会価値と企業価値の

双方を高めることが期待できる． 

具体には，団体が支援する地域活動への専門家とし

ての参画，地域活動の担い手や地域コーディネーターの

育成支援，また本業で携わった川づくりの現場のフォロ

ーアップとして企業活動の一環で地域活動主体を設立し

後方支援するなど，本業で培った社員が有する高度な専

門性や川づくりの経験を，プロボノの様な形で地域活動

の場で発揮できる領域は少なくない．加えて，こうした

地域活動を全国で更に活性化することを目的として，各

地域の取組みの社会啓発や情報共有，人材育成などを担

う中間支援機能として団体そのものを運営し発展させる

ことにより，川づくりに対する社会の関心向上や全国の

担い手の育成を通じた社会価値の創出が可能となる．こ

うした企業による主体的な社会活動への取組みは，企業

価値や知名度の向上に加え，参加社員のモチベーション

や技術力，更には社会対応力の強化や新たな人脈形成な

ど社員の人材育成にも少なからず寄与するであろう． 

（図-12） 

 

図-12 価値創造型CSRの展開イメージ（JRRN） 
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図-13 企業が担える社会課題起点の川づくりCSR 

 

(3) 企業による価値共創型CSRの更なる推進に向けて 

当社では，2007年にCSRに関わる社内委員会が設立さ

れ，CSRをステークホルダーとの対話の機会と捉え，行

動憲章及びCSR基本方針に基づく様々な取組みを展開し

てきた．また2014年には，行動憲章における「環境への

配慮」「社会貢献」「国際貢献」の更なる強化を目的に

CSR推進を目的としたタスクフォースが設立され，CSR

活動の更なる活性化に取組んでいる． 

地域・社会活動の共有価値創造の視点からの再考に

より，前章で得た地域再生に寄与する河川の価値を創出

し高める機能の一つとして川づくりに関わるCSR活動も

位置づけ，地域・社会と対話し協働する機会としてより

積極的に企業が関与することで，地域再生と言う社会課

題の解決に貢献し，合わせて企業価値向上や事業環境強

化の好循環を生み出す可能性が見出された．（図-13） 

一方で，これまで取組んできたCSR活動から価値創造

型CSRへと進化させること，すなわち新たな取組みを

CSR経営として通常の生産プロセスに組み込んで推進す

るためには企業内に克服すべき課題も少なくない．そこ

で，本稿の最後では，川づくりを例としたCSR再構築の

考察結果を踏まえ，社会課題基点のCSRを推進していく

ためのロードマップを示す．  

まず重要となるのは，この10数年でCSRを取巻く社会

環境も大きく変わっている中で，CSRそのものの考えを

改める社員意識改革である．具体には，「本業に専念す

ること＝CSR達成」「CSR＝社会貢献」といったこれま

での価値観を改め，「CSR＝企業の社会対応力」であり，

企業の持続的な経営に向けて不可欠な取組みであるとい

う認識を会社内で共有する必要がある． 

次に，全国の事業所で取り組まれている既存CSR活動

について，社会と企業の共有価値創造の観点から，地域

または社会の協働者の理解を得て企業の関わり方の見直

しを行い，アクションプログラムとして試行してみる．

その際には，新たな取組みに際しての参加社員の敷居を

下げるための社内支援が大切であり，ボランティア休暇

制度の活用促進やCSRに特化した新たな休暇制度の導入， 

 

 

図-14 社会課題起点のCSR推進に向けたロードマップ 

 

また困り事を気軽に相談できる社内窓口を設置したり，

他事業所による取組みや教訓を集約した事例集やガイド

ブックなどを制作・普及することなども効果的であろう． 

プログラムの試行を通じて蓄積した経験や教訓を踏

まえ，本格的な実施に向けた推進担当チーム（または部

署やサポートセンター等）を社内に設け，各事業所や社

員が担う地域・社会活動を集中的に管理しながら，他事

例も参考に個別の活動をサポートする機能や，更に取組

みを拡げていくための企画立案を担うことが望ましい． 

この推進担当チームが主導する形で，本業の生産体

制にCSRを実装していく為の制度設計を行い，また社内

PRと活性化のためのCSRアイデアコンテストやCSR表彰

制度の創設することなども期待される．更には，企業が

取組む価値共創型CSRの実績を社会や企業内に積極的に

開示することで，企業価値の向上はもちろんのこと，社

員のモチベーションの高まりや効率的なCSR遂行にも寄

与するであろう．（図-14） 

 

4. おわりに 

 

 (1) 研究のまとめ 

本研究では以下が明らかになった． 

① 河川の利用により，開放感，癒し，ゆとり，豊か

さなどポジティブな意識の変化が生まれ，地域住

民の心身の健康増進に河川は寄与している． 

② 自然環境保全活動などより能動的に河川と関わる

ことで得られる楽しみ，喜び，遣り甲斐が個人の

自律心や河川への所有意識を育み，新たな仲間と

の繋がりにより，コミュニティ形成や地域の活性
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化に波及していく． 

③ 河川との深い関わりには，個人の幼少期の川での

原体験，またその中で育まれた社会性が影響し，

新たな行動の原動力となっている． 

④ ふるさとの象徴的な存在としての河川は，地域が

有する貴重な自然と暮らしとの歴史的な繋がりを

回帰させる役割も有している． 

⑤ 企業による河川清掃活動などの地域活動型CSRや

公益団体運営支援などの社会活動型CSRは，河川

の価値を創出し高める機能の一つとして位置づけ，

地域・社会と対話し協働する機会として積極的に

企業が関与することで，社会的価値の創出に貢献

し，合わせて企業価値の向上や事業環境強化の好

循環を生み出すことが可能となる． 

 

(2) 今後の課題 

河川を活かした地域づくりの更なる推進に向けては，

地域再生に果たす河川の価値について，免疫学や社会学

に基づく大規模なフィールド調査を行うことにより，個

人と河川と地域の関係性の定量的な効果や効用が計測可

能となるであろう． 

また，企業のCSR経営の推進に向けては，経営陣や社

員の意識改革に加え，社員参加の敷居を下げる社内制度

やインセンティブ付与の工夫が求められ，これまでの余

暇時間での取組みから日々の事業プロセスの中に組み込

むためのロードマップを共有し戦略的にCSRに取組む必

要がある． 
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杵町の関係者各位に深く感謝を申し上げます．ま

た，社内会議を通じて多大なご指導と助言を賜り

ました国土文化研究所研究顧問の池田駿介先生に

深謝いたします． 
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STUDY ON CREATING SHARED VALUE IN REGIONAL REVITALIZATION 

THROUGH COLLABORATIVE RIVER RESTORATION 

 
Akira WADA, Hiromi TAKAHASHI, Kohei WAKASUGI and Tatsuya ANDO 

 
Japan is facing with a population declining society due to the declining birthrate and aging population 

ahead of the rest of the world. However, by utilizing valuable regional resources well, it can be 

considered as an opportunity for a paradigm shift to build an autonomous decentralized sustainable 

society coexisting with nature.  

In this study, the value of “Rivers” as one of the regional resources that contribute to regional 

revitalization is considered through the active use of rivers from the viewpoints of living welfare and a 

place of activity for the elderly people. In addition, we studied how companies can play in order to create 

and improve the value of rivers from the viewpoint of Cleating Shared Value for both society and 

companies. 
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国土文化研究所オープンセミナー開催報告 
 

 

頼るべき価値観が揺らぐ現代社会で、自分らしく、そして日本人らしく暮らしていくためには、

巷にあふれる情報から真に役立つ情報を見極めるための「眼力」（めぢから）が必要です。 

国土文化研究所では、このような「自分らしく、そして日本人らしく暮らしていくための眼力

を養う」ための機会を広く地域の皆さまにご提供するため、2008（平成 20）年から「国土文化

研究所オープンセミナー」を開催しています。 

2017（平成 29）年には、下記の 2 回のオープンセミナーを開催いたしました。国土文化研究

所のホームページに掲載しましたセミナー概要をここに転載いたします。 

 

 国土文化研究所オープンセミナーin福岡 

  「災害適応策の社会実装を考える」 

日時：2017年 6月 7日（水）14:00～17:00 

場所：九州大学西新プラザ 

講師：東京工業大学名誉教授（国土文化研究所顧問） 池田駿介氏 

   九州大学名誉教授 小松利光氏 

   東京都市大学教授 馬場健司氏 

   公益社団法人日本河川協会参与 望月常好氏 

 

 第 14回国土文化研究所オープンセミナー 

  「AIと私たちの暮らし ～何が変わって、何が変わらないのか～」 

日時：2017年 12月 12日（火）18:00～20:00 

場所：日本橋浜町 Fタワープラザ 3階ホール 

講師：東京大学大学院工学系研究科特任准教授 松尾豊氏 
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平成 29 年度 国土文化研究所 オープンセミナー in 福岡 

災害適応策の社会実装を考える 

開 催 報 告 

 

1. セミナー概要 

日時：2017（平成 29）年 6 月 7 日（水）

14：00～17：00 

場所：九州大学西新プラザ 

プログラム： 

講演 1「自然外力および国土構造・社会

構造の変化」（国土文化研究所顧

問、東京工業大学名誉教授 池田

駿介氏） 

講演 2「適応策と社会実装の技術」（（公

社）日本河川協会参与 望月常好

氏） 

講演 3「国内における適応策の動向」（九

州大学名誉教授 小松利光氏） 

講演 4「海外における適応策の動向と社

会実装に向けた課題」（東京都市

大学教授 馬場健司氏） 

質疑応答 

 

2. 講演概要 

（1） 自然外力および国土構造・社会構造の変化

（池田駿介氏） 

気候変動に対しては 2つの対策がなされて

いる。1 つは緩和策（Mitigation）で、地球

温暖化対策として温室効果ガスの排出を削

減する方策である。近年、これに加えて水・

土砂災害では、適応策（Adaptation）―地球

温暖化にともなう気候変動による水・土砂災

害を軽減するための方策―が必要とされて

いる。 

2015（平成 27）年には、パリ協定（COP21）

により、気候変動影響を踏まえた防災・減災

に関する取り組みが世界各国共通のものと

して位置づけられた。日本では、閣議決定に

より「気候変動の影響への適応計画」が定め

られた。 

 

日本学術会議は、適応策に関する提言を

2008（平成 20）年以降 3 本発出している。

また、2017（平成 29年）年 7月には第 4弾

が発出される予定である。国土文化研究所は、

2008（平成 20）年に『大災害来襲』という

本を出版した。また、九州大学小松名誉教授

を中心として「適応策の実装研究会」を組織

し、2015（平成 27）年まで活動した。この

活動の成果をベースに今回、『気候変動下の

水・土砂災害適応策』が出版されることにな

った。 

書籍の第 1 章では、気候変動と自然外力の

増大について記している。地球温暖化により

豪雨と少雨が近年増加しており、変動が非常

に大きくなっている。また 21 世紀末には、

海水面が 0.26～0.82m 上昇する可能性が高

く、日本の砂浜の 80％が失われると予測され

ている。台風の強大化も想定される。さらに、

温暖化に伴い、積雪深が低下することが予測

され、水資源を雪に頼る関東地域は非常に大

きな影響を被る。 

池田駿介氏 
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今後の適応策を考える上では、自然外力の

想定（レベル区分）をしておかなければなら

ない。これまで我が国はレベル 1 を想定し、

基本的にハードウエア対策が中心であった

が、最近では影響を最小化しようというレベ

ル 2になっている。将来的にはレベル 3も視

野に入れる必要があり、土地利用そのものを

再構築しなければならない時代になる。 

近年、土砂災害（特に深層崩壊）が増加し

ている。深層崩壊が一旦発生すると、天然ダ

ムの形成～下流域の大水害～河床上昇とい

った複合災害も発生し得る。 

第 2章では、国土構造と社会構造の変化を

記している。2014（平成 26）年 8 月豪雨に

よって被災した広島県可児市や 2015（平成

27）年 9月の鬼怒川氾濫の被災地は、かつて

人がほとんど住んでいなかった箇所に広が

った集落である。東京湾、伊勢湾、大阪湾沿

いには、海抜ゼロメートル地帯が広がってい

る。これらは、地下水の汲み上げにより地盤

が低下した地帯である。また、我が国の主た

る生活の場でもあり、海面上昇や海岸侵食は

非常に重大な問題となる。さらに、都市の水

害が懸念される。我が国には、2010（平成

22）年時点で 78箇所の地下街が存在するが、

避難確保・浸水防止計画の策定率は 2014（平

成 26）年段階で 43％程度と低い。 

社会構造の変化に目を向けると、少子高齢

化や外国人の増加（災害弱者・情報弱者の増

加）に伴い、災害に対する社会の抵抗力（レ

ジリエンス）が低下する。これに対して情報

の伝達や避難計画はいまだ十分でない。イン

フラの老朽化の問題もある。国や都道府県・

政令市のインフラは、あと 20 年たつとほと

んどが老朽化が始まり抵抗力も低下するた

め、これに対するメンテナンスの基本方針の

確立が必要である。 

最後に、災害に対する安全保障を提案する。

軍事的な安全保障だけではなく、災害に対し

て、危機管理・安全保障の概念を導入して国

家として備えておくべきである。 

 

（2） 適応策と社会実装の技術（望月常好氏） 

本日お話したいことを予め最初に示す。 

1）皆さん一人一人が当事者であり支援者で

ある（行政や企業などの組織についても同

じである） 

2）“連携”がキーワード 

3）支える技術が必要 

「大規模氾濫に関する減災対策協議会」が

2016（平成 28）年から各地で発足し、今後 5

年程度の取り組み方針が決定されている。協

議会のメンバーには、国、県、市町村の他、

気象台などが参加している。「減災対策協議

会」では、‘想定最大規模降雨により当該河

川が氾濫した場合の水災による被害の軽減

に資する取り組みを総合的かつ一体的に推

進するために必要な協議を行う’こととなっ

ている。 

具体的な活動内容を武雄河川の「嘉瀬川・

六角川流域を中心とした佐賀平野の減災に

関する取り組み方針」を例に示す。 

ハード対策としては、洪水を安全に流すた

めのハード対策、危機管理型ハード対策、避

難行動・水防活動・排水活動などに資する基

盤などの整備がある。 

ソフト対策としては、水害リスク情報の共

有、防災意識の啓発、リアルタイム防災情報

の共有、避難勧告などの発令、住民などへの

防災情報の周知、避難行動に繋がる訓練、河

川巡視情報の共有、避難場所や避難路の確保、

長期浸水リスクの周知、水防災活動など、既

存施設運用など、水防資機材などと活動内容

は多岐にわたっている。 

2015（平成 27）年 1月、「新たなステージ

に対応した防災・減災のあり方」を国土交通

省が出した。新たなステージとは、「温暖化

の進行により危惧されているような極端な
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雨の降り方が現実に起きており、明らかに雨

の降り方が変化している」ということ。新た

なステージに対して、住民、企業をはじめと

する社会の各主体が危機感を共有し、それぞ

れが備え、また協働して災害に立ち向かう社

会を構築する必要がある。具体的には、主体

的避難に力点を置いて「命を守る」とともに、

「社会経済の壊滅的な被害を回避する」ため

に国、地方公共団体、公益事業者などが最悪

の事態を想定・共有して連携した対応を行う

ための体制を整備していかなければならな

いということ。 

 

この「新たなステージに対応した防災・減

災のあり方」を受けて、2015（平成 27）年 5

月に水防法が改正された。「想定し得る最大

規模の外力」を法律上明記したということが、

すごく画期的である。“想定外”を“想定内”

とするため、想定最大外力の規模は従来の河

川整備の目標水準よりもはるかに大きな規

模（少なくとも 1/1,000）での想定災害外力

とするということである。「施設整備が主体

の防災」から「総合的なリスクマネジメント」

へという方針の大転換を象徴する出来事で

ある。その後に鬼怒川の災害があり、2015

（平成 27）年 12月に「水防災意識社会再構

築ビジョン」ができ、このビジョンに沿って

「大規模氾濫に関する減災対策協議会」が全

国展開され、その上で 2017（平成 29）年 5

月にこれが法定化（水防法）された。 

1/1,000 の想定外力は本当に発生するのか

という疑問も聞かれる。地球温暖化にともな

い北半球ではジェット気流がほとんど動か

ない状態（ブロッキング）が発生すると言わ

れている。ブロッキングが生じると低気圧あ

るいは高気圧が移動せず長期間停滞する。そ

のため、同じ天候が長期間続き、長雨・豪雨

といった異常気象が生じると言われている。 

昨年は、北海道に多くの台風が上陸した。

上陸しなかったものも含めて大量の雨を降

らせた。北海道開発局と北海道が今年 3月に

提出したレポートには、線状降水帯のことが

記されている。これを見ると、線状降水帯の

発生頻度が近年増加しており、大雨を降らせ

る気象現象が増大していることが判る。まさ

に、「新たなステージ」へと変わってきてい

ると考えられる。したがって、温暖化の影響

が出る前の気象データをもとに確率で従来

のように議論してもだめなのではないか？

ブロッキングや線状降水帯といった気象現

象の頻度や程度がどうなってきているかを

追跡する必要があるのではないかと思われ

る。いずれにしても、定常性が成立しない非

定常の世界に入っていると考えざるを得ず、

1/1,000 の想定外力が発生しないとは言い切

れない。 

「減災対策協議会」のさまざまな議論の中

で、例えば「命を守る」ということだけを取

り上げて考えたときに、いつ、どこへ、どん

なルート・方法で避難すれば良いのか？とい

った疑問が湧いてくる。 

① 避難勧告や避難指示を待っていれば良い

のか？ 

マイタイムライン（タイムラインの個人版）

の検討を下館河川事務所が常総市と一緒に

行っている。個人が自分のタイムラインを作

るということである。このプロジェクトの参

加者が何を考えたかを読み取ると、それぞれ

望月常好氏 
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の家庭の事情で避難に入る時間はバラバラ

にならざるを得ない。したがって、必ずしも

避難勧告とか避難指示に従って動くという

ことにはならないと思う。これは農村部のケ

ースであるが、大都会ではどうなのか？内閣

府で広域避難のワーキンググループが今動

いている。荒川筋の江東 5区（墨田区、江東

区、足立区、葛飾区、江戸川区）全体で人口

が 251万人いる。この中で床上浸水が 3日以

上継続する、あるいは家が全部浸水してしま

うなどの条件により、広域避難を行う必要が

ある人が 151 万人であることを拾い出した。

151万人を広域避難させるというのは大変な

話である。車の渋滞が無いことを前提に、

95％を避難させるのに必要な時間は 22 時間

であるとの試算が得られている。実際にはも

っと時間を要する。これは大問題であり、い

ろいろな技術を探す必要がある。 

② 家の 2階にいれば（垂直避難すれば）大丈

夫？避難しない方が安全？ 

水位が高くなってしまうと 2階に上がって

もどうにもならない。2004（平成 16）年に

円山川が破堤氾濫したとき、救助された人は

うまく屋根の上に脱出できた。2 階だから絶

対安心とは言えない。家屋倒壊等氾濫想定区

域の家屋の 2階に避難しても何にもならない。 

鬼怒川の破堤氾濫後に内閣府から出され

たレポートには、‘小河川であっても河岸浸

食などにより建物が流出したり、流出した家

屋が橋を堰き止めて氾濫流の流れが変わっ

たりする’と記されている。また、昨年大き

な被害が生じた北海道でもレポートが出さ

れており、‘上流からの土砂流出や河岸浸食

などにより土砂が河道に堆積して河床が上

昇するとともに河岸が決壊した’とある。ど

のような事象が生じたのか十分に検証でき

ていないが、普通に計算してここが危険であ

るというだけでは足りない可能性がある。し

たがって、この命題に対しては今後さまざま

な勉強が必要である。 

③ 川の水位だけで「いつ」がわかるのか？避

難ルートの冠水状況は？歩けるの？車椅

子は？ 

2009（平成 21）年に兵庫県の佐用町で避

難途中に亡くなった方がいる。普段ならなん

ともない水路を夜渡ろうとしたときに流さ

れた。避難そのものが危ないという象徴的な

災害だったと思う。鬼怒川のレポートには、

‘小河川からの避難タイミングは判断が困

難であり、現場で河川を見ている人の情報の

みに頼っているのが現状である。各河川の水

位上昇の状況などにより避難先とか経路、避

難開始のタイミングなどの避難行動が変化

する’とあり、本川の水位を基準にして避難

情報や災害情報を発令すれば良いというこ

とではない。これは大問題であり、どうする

か今後の課題である。 

④ 車で避難したいが、通れない箇所は？渋滞

は？ 

2011（平成 23）年の新潟・福島豪雨のと

き、通行可能な道路や橋などの情報がなく、

帰宅できない人が多くいた。最近では ETC

やカーナビのデータを活用して通行可能な

道路を早く示す試みが始まっている。 

⑤ 浸水しているのは、今はどこまでで、これ

からは？ 

現在、国土技術政策総合研究所が「洪水危

険度見える化プロジェクト」を進めている。

従来、点のデータとして示されていた河川水

位を線のデータとして示そうとしている。ま

た、国土交通省は JAXAと協定を結んで「だ

いち 2号」で夜間でも浸水範囲を可視化しよ

うとしている。「だいち 2 号」の観測間隔は

12 時間であるためその間をどう埋めるかと

いう課題はあるが、使えるかもしれない。こ

のようにいろいろな試みが今進められつつ

ある。いろいろな課題はあるもののいろいろ

やりようがあるということである。 
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⑥ 2 階への避難の人は何日分の準備をして

おけばいいの？ 

これが非常に難しい。仮に海抜ゼロメート

ル地帯で破堤氾濫が発生したら、一旦締め切

ってから排水しないとドライにならないの

で相当時間がかかる。周りを水に閉じ込めら

れた人を救出する際には、自衛隊員が手漕ぎ

のボートで救出に向かっている。原動機付き

のボートを使用したいが、プロペラにゴミが

絡んでしまう。これを解決するためにプロペ

ラ船を常総市や高知県警が導入している。こ

ういう対策も今後必要である。 

⑦ 多様な行動パターンをとる多数の避難者

に対して行政はどう対応するのか？ 

最近ではSNSを使ってAIで分析してどこ

の避難所でどういう物資が足りないとか、ど

ういう風に状況が変わってきているのかを

捉えるような方法も考えられている。 

⑧ 避難所自体も安全か？障害をもった方や

お年寄りの方は全部受けいれられるか？ 

これも大問題である。特に障害をもった方

やお年寄りの方を福祉避難所で全部受け入

れることができるのかという問題がある。 

やらなければならないことが多数あり、こ

うした課題に応えていくにはいろいろな技

術が必要である。自然科学・工学だけではな

くて、人文・社会科学など含めていろいろな

連携の中でやっていかなければならない。 

ここで技術という言葉を使っているが、従

来われわれが考えている技術というものよ

りはもっと幅広な概念だと捉えた方が良い。

知見とかノウハウとか手段とかいろいろな

ものが技術と言えるのではないか。重要なこ

とは、人が変わっても次の人がちゃんとでき

る、となっているのが技術だと思う。 

防災施設はもちろん重要だが、大きな転換

をして防災施設主体から防災施設プラス社

会全体で対応するというところへ足を踏み

出したし、外力そのものも規模とか発生頻度

は不変（スタティック）だという前提でやっ

てきたが、それが変わるという中でやってい

かなければならない。いろんな技術が必要で

ある。 

どうすれば「技術」が進んでいくのかとい

うと、やってみなければわからない。動いて

みなければ「課題」が見えてこないが、バラ

バラに動いてもしかたないので、動くには核

となるものが必要である。「減災対策協議

会」がその核を担う組織であると思う。した

がって、ここにさまざまな情報が集められる

ようにしなければならないし、ニーズを掴ん

でいかなければならない。 

いずれにしてもいろいろな人の連携が必

要で、お医者さんとのグループと連携しなけ

ればどうしようもない、とか、住民だけじゃ

なく企業だけでもなくいろんな方との連携

をしなければ問題に対応できない。 

「技術（シーズ）」を実際に使ってみて、

うまくいくかどうかを検証することが必要

である。また実際に災害があったときにどう

だったかと、細かに追っておかなければなら

ない。わかってきたら、それを日本全国で活

用する、ということが必要だ。従って連携が

いる。 

 

（3） 国内における適応策の動向（小松利光氏） 

水・土砂災害には All or Nothingの側面が

ある。それぞれのサイトに固有の閾値（限界

値）があって、それを超えると大災害になる。

気候変動による災害外力の増大により、随所

で簡単に閾値を超え災害が多発すると予測

される。 

矢部川や鬼怒川を始め、恐らく多くの河川

で堤防の亀裂や噴砂、孔などの脆弱性が顕在

化していると考えられる。最近ハードの重要

性が軽く見られがちな気がするがハードも

大事である。われわれは、今後小規模な流水

型ダムをネットワーク化することが非常に
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有効な適応策になると考えており、『流水型

ダム―防災と環境の調和に向けて―』という

本を近々出版する。 

ただ、いずれにしても、ハードによる防護

には限界がある。では、どうやって最も大切

な人の命を守るのか？地域住民が防災の主

役にならなければならない時代になってき

ている。これまで、防災は国や自治体がやっ

てくれると考えていたが、国から自治体、地

域住民に主役が移ってきていると言える（自

助 70％、共助 20％、公助 10％）。 

第 4章から、国が主体の洪水対策である川内

川、自治体が主体である見附市、住民が主体

である丸亀市の事例を紹介する。 

<川内川の洪水対策> 

川内川流域は、2006（平成 18）年に非常

に大きな水害に見舞われ、激特事業に採択さ

れた。代表的なものが推込（しごめ）分水路

であり、川内川の蛇行部をショートカットし

て分水路を作った。これを事業化する段階で、

住民参加型の川づくりを行い住民の意見も

反映された。ハード面だけでなくソフト面で

もいろいろな対策を行っている。2006（平成

18）年の水害時の各種の問題を解決すべく、

役所、住民、企業、学識経験者からなる委員

会を作ってアクションプログラムを実践し

ている。水害から 10 年経過し、地域住民の

危機意識が低下してきたことから、地域住民

の方が主体となって川内川の「防災・減災」

を考えるシンポジウムを昨年開催した。10

年前の水害から何を学び、どのように水害に

備え「防災・減災」を実現していくのか、次

世代の子供たちのために何を伝えていくべ

きかを考えた。また、流域の首長が集い「川

内川サミット」を開催し、安全・安心で魅力

ある川内川を次世代の子供たちに引き継ぐ

ための共同宣言「川内川サミット宣言 2016」

を採択した。 

<新潟県見附市の洪水対策> 

次に、新潟県見附市の事例。自治体が主体

となって実施した防災対策の事例であり、非

常に先駆的な取り組みである。見附市は、

2004（平成 16）年と 2011（平成 23）年に大

水害に見舞われた。最初の水害時には、市の

職員はほとんどが洪水災害に未経験で十分

な対応が取れなった。このときの経験を活か

し 2回目の水害においては、大幅に被害を少

なくできた。 

2004（平成 16）年の水害後に講じた対策

とその効果を以下に示す。 

ソフト対策として、まず気象会社より雨量

情報を購入し、24時間、365日情報を得るこ

とができるようにした。また、気象予報士と

直接連絡を取ってサポートを得ることを可

能とし、気象会社のピンポイント予測を基に

対応を考えることとした。また、上流の刈谷

田ダムの水位や河川水位の情報をリアルタ

イムで得られるようにした。警戒準備体制、

第 1次配備、第 2次配備、第 3次配備といっ

た情報を発令する基準を設定するとともに、

各種のメディアを使って短時間に発信でき

るようにした。それから、被害箇所や交通情

報、避難所開設状況、さまざまな情報などを

一元管理する災害対応管理システムを構築

した。要援護者の避難誘導のための防災ファ

ミリーサポート制度を確立した。防災訓練に

は、1 万 3,000 人が参加した。この他、自主

小松利光氏 
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防災組織の充実、民間事業者による避難所ま

でのバス輸送、まるごとまちごとハザードマ

ップの作成などを行った。発災時には、行政、

警察、自衛隊、医師会連携確保のためこれら

をワンフロアに全部集め、災害対策本部の強

化を図った。 

ハード対策は、刈谷田川ダムの治水容量増、

遊水地の整備、河川（蛇行部）のショートカ

ット、河積の確保、堤防嵩上げ、「田んぼダ

ム」の活用を行った。これらの洪水対策の結

果として、2004（平成 16）年に比べて、2011

（平成 23）年は床上浸水が激減した。 

市民に求める心構えとして「逃げどきマッ

プ（災害対応ガイドブック）」で、事前の準

備や万一のときの行動について確認した。サ

イレンが聞こえたら、緊急メールなどで災害

情報を確認、「逃げどきマップ」をもとに判

断し、自らの命は自らが守るということを徹

底している。 

このときから『防災』とは、災害を封じ込

めることではなく、被害をいかにして食い止

めるかという『減災』であるという意識とな

った。災害を経験した自治体として、そのノ

ウハウを国内にとどまらず国際的にも伝え

ていく必要がある。 

<丸亀市川西地区自主防災組織の活動> 

地域住民が主体の取り組み、香川県丸亀市

川西地区自主防災会の事例を紹介する。全国

的にみても非常に先駆的な取り組みを行っ

ている。川西地区は人口約 7,000人で瀬戸内

側に位置する。そのため比較的水害は少ない

が、雨が少ないため、ため池がある。ため池

に住宅地が隣接することから、ため池が決壊

したら住宅地を襲うことになる。また、小さ

な河川が勾配に対して直角に流れているた

め流れにくく、河川水が溢れたら被害につな

がる。このため、川西コミュニティとして防

災をテーマに活動を始めた。 

夜間の避難訓練をはじめユニークな取り

組みが 700名ほどで実施されており、防災活

動を持続・継続させるための多くの知恵が出

されている。特に重要なことは、参加者にモ

チベーションを用意すること、楽しんでやる

ことであるとのこと。また、地元企業と相互

支援協定を結んでお互いに助け合うことも

重要である。  

これらの事例が示すように、水・土砂災害

を乗り切るためには、人も技術も“束になっ

て”かからなければ到底対抗できない。 

 

（4） 海外における適応策の動向と社会実装に

向けた課題（馬場健司氏） 

本日は、‘国内自治体における気候変動適

応計画の策定状況と社会実装に向けた課題’

について簡単に紹介した後、‘海外における

気候変動適応策の動向’について話を進める。 

これまで自治体は、CO2を始めとする温室

効果ガスをどれだけ減らすか（緩和策）を中

心に「地球温暖化対策地域推進計画(区域施策

編) 」を策定していた。今は、これに適応策

を盛り込んでいくステージに入っている。気

候変動は地域によって大いに異なるため、自

治体の役割は極めて重要である。 

気候変動適応計画の具体的な策定パター

ンは大きく 2つある。1つは詳細な予測と担

当部局の実感による施策の抽出である。気候

変動シナリオを基に研究機関と連携して、影

響評価項目を自治体独自に詳細予測し、 影響

発現箇所を評価している。これにより、現行

の施策の中で適応策に相当するもの（潜在的

適応策）の抽出や、今後の追加的適応策の評

価がごく限られた自治体で行われている。2

つ目は、広域的な予測結果を引用して、担当

部局の実感による分野の選定を行うもので、

多くの自治体がこれにあたる。気象庁や管区

気象台から出される広域的な予測結果を使

い過去の事例を整理して、影響発現箇所を抽

出するものである。 
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自治体環境部局が適応計画の検討・推進を

行う上での主な課題は、行政内部の経験・専

門性不足、行政内部署間での認識の相違、先

行する自治体が無いことなどが挙げられる。

また、地球変動予測の時間・空間的スケール

と行政のそれとのミスマッチや変動予測の

不確実性が大きな課題として挙げられる。 

 

以上、日本での自治体の課題を踏まえたう

えで、海外の事例を見てみる。 

まずは、オランダのデルタプランを紹介す

る。1958（昭和 33）年にライン川河口域で、

死者 1,853名をはじめとする高潮災害があっ

た。これを受け、デルタプランが策定された。

デルタプランの下、2000（平成 12）年まで

の計画期間で、河口域を締め切る高潮堤の建

設や防潮補強の対策などが実施された。この

ときは、大都市域（Randstad）の海岸では

1/10,000の年超過確率を考えていた。計画期

間も終わった 2007（平成 19）年には、「国家

気候適応・空間計画プログラム」が開始され

た。同時に、第 2次デルタ委員会が設立され

た。その提言を受けて新しく新デルタ法が制

定され、第 2 次のデルタプランが 2010（平

成 22）年に発行された。これと同時並行的に

「国家水計画」が 2015（平成 27）年に制定

された。2016（平成 28年）年から 2021（平

成 33）年までの 6カ年を計画期間としており、

洪水リスクマネジメントの基準を新たに記

載している。新たに設定された基準とは、リ

スクに基づくアプローチによる基準のこと

で、一連の堤防区間当たりの堤内の人命に対

する年間の許容リスクレベルがそれ未満に

なる値(例えば、1/300～1/10万)として表現さ

れる。表現の方法と基準の設定の仕方の両方

が従来のものとは変わった。計画外力の基準

を国家レベルで変えた事例である。 

地域レベルではどうなのか？ニューヨー

クの事例を紹介する。ニューヨークでは、

PlaNYC という初の総合計画が 2007（平成

19）年に策定され、2008（平成 20）年に市

長のイニシアチブにより、適応戦略策定に着

手した。市長室の中に OLTPSという組織が

設置され防災を前面に出した適応戦略を策

定し、総合計画の中に位置づけられている。

2012（平成 24）年には、ハリケーン・サン

ディーが、歴史上初めて先進国の大都市（ニ

ューヨーク）に激甚な被害をもたらした。サ

ンディーは被害の大きいハリケーンだった

が、復旧は意外と早かった。その要因として

適応策に基づいた、①災害リスク評価の徹底

と社会的共有、②迅速な意思決定と事前の役

割分担、③専門家による意思決定への支援の

3つが挙げられている。 

① 災害リスク評価の徹底と社会的共有 

ニューヨーク州と市交通局（MTA）は、

FEMA を中心に、陸軍工兵隊、国立気象局、

ニューヨーク州らとともに浸水リスク評価

を実施し、災害発生を前提とした対応計画を

準備していた。最悪の事態も含めた科学的な

リスク評価の徹底、リスク評価の社会的共有

と多様な主体による自らのリスクの理解、リ

スク評価に基づく防災・減災対策の構築の必

要性をひとつ前の大きなハリケーン・カトリ

ーナから学んでいた。日本でも水防法改正な

どによって想定し得る最大規模の洪水、内水、

高潮などのリスク評価に基づく政策展開が

行われている。気候変動の将来予測が有する

馬場健司氏 
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変動幅や観測方法が有する変動幅を考慮し

たリスク分析を実施し、危機管理などへの活

用を検討するというところまでは十分にな

っていない。これまでは、予測された影響評

価をどう使うかという点で二の足を踏んで

いたことは確かにあるが、今後はより積極的

に取り入れていく方向に進むのではないか

と思う。 

② 迅速な意思決定と事前の役割分担 

空振りの可能性がある上陸 1週間前から準

備するという意思決定がなされた。これは、

ニュージャージー州で取り組まれていたタ

イムラインの成果であり、これをしっかり実

行した結果である。日本においても、全国の

河川で水害を主な対象としたタイムライン

の取り組みが展開されている。 

③ 専門家による意思決定への支援 

平常時、発災時ともに FEMA、陸軍工兵隊、

国立気象局らによる情報提供、技術的助言を

受け、行政が意思決定するものである。日本

においては、平常時（地域防災計画の策定な

ど）では専門家の支援があるものの、発災時

の支援が不十分との指摘がある。しかしなが

ら、TEC－FORCEの活躍もあり今後拡充さ

れると思われる。 

具体的な気候変動リスク評価の事例とし

て、イギリスの気候変動法に基づく

Adaptation Reporting Power を紹介する。

これは、公益企業に対して、国務大臣が気候

変動適応計画の提出を義務付けるものであ

る。2008（平成 20）年に制定された英国気

候変動法は温室効果ガスの削減目標や排出

量取引制度などを規定するとともに、‘気候

変動による影響及び適応策’の評価も規定し

ている。特に、水道やエネルギーなどの公共

サービスを提供する公益企業・団体などに対

して、国務大臣が、気候変動による影響のリ

スク評価に対する取り組みを計画させ、報告

を要請することができる。第 1回の報告書は、

2010（平成 22）年から 2011（平成 23）年に

かけて、100を超える企業・団体などから提

出された。‘交通局における事業と取り組み

を優先すべきリスク’を例にとると、“影響

を及ぼす気候変数は、特に冬期における降雨

量の増加である”とか、“事業に影響を及ぼ

す気候シナリオの閾値は、猛烈な降雨であ

る”とか、“将来閾値を越える可能性とその

評価の信頼度は非常に高い”。といった定性

的ではあるが端的にまとめられたものが政

府に提出されている。 

不確実な将来をどうやってステークホル

ダーに理解させるかについて、EU の

CLIMSAVE プロジェクトを紹介する。これ

には、オックスフォード大学環境変動研究所

を中心に欧州全域から 18 の大学，研究機関

が参加した。このプロジェクトでは、部門横

断的な気候変動影響と適応策の評価に利用

できるウェブベースのツールを使いながら

専門家とステークホルダーシナリオを作っ

たことが特筆される。 

その例として、スコットランドのエジンバ

ラで実施された地域レベルでのシナリオワ

ークショップを紹介する。CLIMSAVE 研究

チームに加えてステークホルダー約 30 団体

（スコットランド政府や国会議員、公益企業、

環境 NGOなど）が集まって、気候変動の将

来について検討した。その結果、資源と幸福

度・ライフスタイルを軸にシナリオをつくっ

た。要は、‘ウェブでこのようなシナリオを

基に適応策を行うと、このようになると即時

的に分かる’というツール（統合化アセスメ

ントプラットフォーム）を使ったことがこの

ワークショップの一つの売りであった。 

われわれも文部科学省のプロジェクトで

「SI－CATアプリ」というものを作ろうとし

ている。WEB ブラウザからメッシュ上の気

候要素をいくつか選択して、‘どのような適

応策を行うとどうなるのか’がある程度判る
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ツールを作成する作業を進めている。またこ

のプロジェクトでは、現在、岐阜県の長良川

流域で、岐阜県の各部局や河川管理者、漁業

関係者にいろいろとお話を伺いながら、どう

いった方がどのようなご関心をお持ちなの

かという整理を進めて、今後この地域にどう

いった気候変動があるのか、同時並行的に社

会はどう変わっていくのかというシナリオ

を作っている。 

自治体が適応策をどうやって政策に結び

付けるか？いくつか課題があることを先に

説明した。その解決策のひとつとして、コデ

ザインの取り組みを最後に紹介する。これは、

専門家と自治体担当者やステークホルダー

が一緒にモデル開発に携わるもので、ワーク

ショップ形式で開催している。昨年、全国の

自治体の方に来ていただいて、モデルの専門

家とどういう風なアウトプットが得られれ

ば、より分かり易くなるのかといったワーク

ショップを行った。今年度は、防災の分科会、

農業の分科会にそれぞれ密なモデルに関す

る議論ができればと考えている。 

 

3. 質疑応答 

（質問）馬場先生の配布資料に社会実装機関

（29 頁）というのがあります。社会実装とい

うものが今の中央省庁の中に認識されている

かどうかが疑問です。実装の具体が、この資料

に提示された社会実装機関になるのかどうか

教えて下さい。 

（回答：馬場健司氏）説明を飛ばした部分です。

気候変動適応ということを考える上での社会

実装として、例えばこういうのがあるのではな

いかを示した仮説的な図になります。 

（回答：望月常好氏）これは文部科学省の SI

－CAT というプログラムの中で使われている

言葉です。本の中で使っている社会実装という

のは本当に適応策を動かしていくという話で

すから、例えば「大規模氾濫の減災協議会」に

属しているメンバー、組織が社会実装の主体と

理解しています。また、この本はそのつもりで

書いています。誤解の無いように追加して回答

いたしました。 

 

4. おわりに 

4名の講師のご講演により、災害適応策とは

何か、それが必要とされる自然外力の変化およ

び我が国の国土構造と社会構造の変化といっ

た基礎的な知識から適応策を社会実装する際

の具体的な課題や必要とされる技術の説明が

なされた。また、我が国の内外における適用事

例を知ることにより、実務者に要求される知識

の一端を理解することができるセミナーとな

った。 

セミナーの主な参加者は、建設コンサルタン

トや国、自治体の職員といった社会実装の牽引

者であり、「気候変動下の水・土砂災害の適応

策」の概要を短い時間で理解できたことは社会

実装の推進に向けて大変有意義であった。 

 

 

 

 

セミナー会場の全景 
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  第14回 国土文化研究所 オープンセミナー 

 

AIと私たちの暮らし ―何が変わって、何が変わらないのか― 

 

講 演 要 旨 

 

１．セミナー概要 

 日時：平成29年12月12日（火）18時～20時 

 テーマ：AIと私たちの暮らし 

―何が変わって、何が変わらないのか― 

 場所：日本橋浜町Ｆタワープラザ3階ホール 

 講師：松尾
ま つ お

豊
ゆたか

氏（東京大学大学院工学系研究

科特任准教授、人工知能学会倫理委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．講演内容 

人工知能研究のフロントランナーである松尾豊

氏より、「AIと私たちの暮らし―何が変わって、

何が変わらないのか―」を演題にAI（人工知能）

についてわかりやすくご講演いただきました。 

以下に本講演の概要を紹介します。 

 

◆囲碁人工知能がトッププロ棋士に勝利 

2016年～2017年にかけて、Googleのアルファ

碁がトッププロ騎士に連続勝利し、関係者に衝撃

が走った。実はこの囲碁人工知能を勝利に導いた

最先端技術こそが「深層学習：ディープラーニン

グ」であった。 

 

◆約60年の人工知能の歴史における第3次ブーム 

人工知能の約60年の歴史を振り返ると、第1次

AIブーム（1956年～1960年代）の探索・推論の

時代（考えるのが早い人工知能）、第2次AIブー

ム（1980年代）の知識の時代（ものしりな人工知

能）に続き、現在は第3次AIブーム（2013年～）

の機械学習・ディープラーニングの時代（データ

から学習する人工知能）に位置付けられる。逆に

言えば、AIは突然生まれた新しい技術ではなく、

約60年にわたり技術改良されてきた結果の現在の

レベルであること、また時代のブームがあること

も踏まえ、人工知能は何ができて何ができないの

かを冷静に意識することが大切である。 

 

◆この数年間での注目はディープラーニング革命 

こうして一歩ずつ進化してきた人工知能技術で

はあるが、例外的に、ここ2～3年で破壊的なイノ

ベーションが生じているのが「深層学習：ディー

プラーニング」の分野。人工知能には明確な定義

がないため、第3次ブームの中でもAIとして一緒

くたにされがちだが、従来のITをAIと呼び換えた

だけのもの（IT系）、大量のデータやインターネ

ットを活用した機械学習（マシーンラーニング系）

とは大きく異なり、主に画像や映像の認識技術を

活用した深層学習（ディープラーニング系）の技

術がここ数年で飛躍的に進化している。 

 

◆画像認識技術が深層学習のブレークスルー 

 たとえば猫と犬とオオカミをコンピューターで

見分けたいとき、画像データのどこに注目すべき

か（＝特徴量）を人間が与えている限りは画像認

識精度に限界があった。しかし、この特徴量を機

械が自動獲得できるようになったことで画像認識

力が向上し、ついに 2015 年には人間の精度を超

えた。 

 

講師の松尾豊氏 
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講演風景１ 

 

◆深層学習に強化学習が加わった（運動の習熟） 

 人間は試行錯誤することによって運動が習熟し

上達する。機械が行動を学習する仕組み（強化学

習）は古くから存在したが、従来はこの試行錯誤

を人間が定義していたため、機械の上達のスピー

ドは遅かった。しかし、画像認識で得た特徴量を

コンピューターが深層学習することで、状況と行

動を対応付けて学習する能力（＝運動の習熟）が

格段に向上することになった。深層学習と強化学

習の組み合わせは、機械によるインベーダーゲー

ム対戦、さらにはロボットの制御をも可能にした。 

 

◆ディープラーニングの凄さとは 

 「子どものできることほど難しい」がAIの世界

で長年言われ続けてきたが、第3次AIブームの技

術的な本質はこの克服の一点に尽きる。すなわち、

幼児でもできる簡単なことがついにコンピュータ

ーでもできるようになったこと、「眼をもった機

械」が登場したことにより、これからの社会が劇

的に変わっていくと確信している。 

 

◆AIが大きく変える可能性のある産業領域とは 

 農業、建設、食品加工など、自然物や生き物を

扱う産業領域は、これまで均一な環境を整えるこ

とができず、結果的に人が眼を使って仕事をする

必要があり自動化が難しかった。（トマトの自動

収穫、建設現場の溶接、レストラン厨房など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演風景２ 

 

しかし、画像認識技術の向上により機械が人と同

じように眼をもつことで、運動の習熟による運動

が可能となり、急速に自動化が進んでいく。 

 

◆AIを活かした日本の攻め方とは 

 日本が得意な機械分野からの進出、建設機械や

食品関連の機械の自動化、またそれをプラットフ

ォーム化し世界展開していくのが日本らしいAIの

国際展開戦略といえる。さらには介護や医療、清

掃ロボットなども。特に掃除や洗濯や片づけなど

人間が毎日多くの時間を費やす家事労働の中に自

動化の可能性、AIの活躍の場がある。 

 

◆ディープラーニングを巡る海外の熾烈な争い 

 医療分野では、画像を用いることで人間の精度

を上回る診断が海外で行われている。また通信分

野では顔認証、産業ロボットや家電でも各国でデ

ィープラーニングを用いた新たなサービスが展開

されている。食品産業、特に日本の食文化の高さ

を活かした展開などは日本の強みが発揮できるか

もしれない。 

 

◆ディープラーニングのエンジンは最小二乗法 

 この夢のようなディープラーニングだが、計算

のアルゴリズムは、一般の人が知っているかもし

れない概念のなかでは最小二乗法が最も近い。二

乗和などの損失関数を最小化することが基本とな
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っており、多量のデータを階層性のある非線形性

も加味した関数の数値計算で最適化し必要なパラ

メータを推定している。データが増えてきたこと、

またそれを処理できる計算機の性能向上がディー

プラーニング登場の背景にある。 

 

◆多くの仕事は無くなるのか？  

 ある調査では現在の仕事の半分がAIにより無く

なるとも言われているが、果たして本当か？ そ

もそも人間とは何かを考えたとき、「知能」と社

会性に基づく「人間らしさ」を有しており、知能

はその原理を解明することができても、たとえば

感情などの種の生存と深く関る人間らしさは簡単

にはAIに置き換わることはない。よって、人間の

本能にも関係する「仕事」がこの世から無くなる

ことはないだろう。 

 

◆これからの課題 

 「ディープラーニング×ものづくり」が日本の

新たな産業競争力を高め、大きなビジネスチャン

スを生むのではないか。一方で、AI 分野での日本

の動きが遅いことが最大の危機感。中国がここ 2

～3年で AI先進国に台頭しており、危機意識をも

って日本も戦略的に「眼をもった機械」の分野で

グローバル展開してほしい。 

 

3． 質疑応答 

 講演の最後に、限られた時間ではありましたが、

会場の皆さんとの質疑応答の時間を設けました。 

 

（質問） AI に根ざした自動運転技術が進む中で、

事故の責任など法制度が追いついていない印象

だが？ 

（回答） 法制度が追いついていない問題もある

が、国民性として自動運転に対する国民感情も

追いついておらず、両面から自動運転の社会へ

の導入は遅れる印象を持っている。 

 

（質問） ディープラーニングで結果が収束する

ためにはどれぐらいのデータ量が必要か？ 

（回答） 非常に難しい問題で、モデルが有する

パラメータの数、階層の深さによっても異なる。

一方、少ないデータで最適解を出す技術も開発

されており、現状では精度が上がるまで計算を

繰り返しており、理論的な解明はできていない

状態だ。 

 

（質問） たとえば銀行業務のように、AI により

仕事が奪われるとなると、日本人の心理として

拒絶反応を示す恐れもある。AI が新たな夢を与

えるようなポジティブなメッセージを発信して

いくことも必要ではないか？ 

（回答） AI のプラスの面はいろいろ議論され、

これまでできなかったことができるようになる

事例が積極的に発信されている。一方、例えば

銀行の窓口業務のように、AI化（多くは IT化）

される部分と人間だからこそできる業務により

差別化されていくのではと考えている。 

 

（質問） ホーキング博士がAIに対する倫理、た

とえばロボットが人間に危害を加えてはいけな

いなどの発言をされているが、倫理面で何かお

考えのことなどがあればご教示いただきたい？ 

（回答） 倫理面での議論の重要性は世界中で認

識しており、軍事利用での規制などは特に重要。 

 

（質問）  ディープラーニングの精度をよくする

コツのようなものはあるか？ 

（回答） 自動運転についての自動車メーカーに

よる差は、さまざまなパーツや技術の差の蓄積

の結果であり、コツと言うものはないのでは。 

 

（質問） 眼のあるロボットが登場する中で、た

とえばこれからの農業従事者に求められる能力

は？ 

（回答） 農作業の自動化はできるが、どの部分
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で価値を発揮していくかは農家ごとにこだわり

は異なり、その部分の差別化が勝負のポイント

となるのではないか。それ以外の部分は自動化

する濃淡が明確になっていくだろう。また農業

経営という点で、何をいつ頃栽培するかなども

農家自らが活躍できる部分だろう。 

 

（質問）  ディープラーニングで回帰分析などを

行っているが、なぜうまく行ったかの理由を問わ

れることが多いが、どのように説明すればよいか、

ポイントがあればご教示いただきたい？ 

（回答） 説明性を追求すると分類性が落ちると

いうトレードオフがあり難しい。そもそもディ

ープラーニングは本質的には説明できないもの

と理解した方がよいかもしれない。そもそも説

明できないものをどのように社会で使っていく

か、たとえば熟練ドライバーの運転技術であれ

ば、免許を取得し、二種免許など技術を向上さ

せる社会的制度が整備されているわけであり、

ディープラーニングにもそうした制度を整備する

ことが重要だろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者との質疑応答 

以上 
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