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はじめに 

                       国土文化研究所長 加納敏行 

 

かつて国土事務次官を務めた下河辺淳氏は、総合研究開発機構研究報告書「水と人と

のかかわりに関する研究」の中で、“単一の価値観に基づく効率至上主義の国土整備が曲

り角にきたこともまた確かなようである。国土の基本的なバランスが崩れつつある。国

土、そして国土と人との関係における大きな転換期を迎えた現在、われわれは未来にど

のような国土を残すかという岐路に立ち、その選択に重大な責任を負っている” と述べ

ています。 

もう 30 年近く前のことです。 

背景には、首都圏への一極集中と農山村や地方都市の人口流出、過疎化、少子高齢化、

森林荒廃、水・土砂災害の頻発、中心市街地の衰退、自然とのかかわりの中で育まれて

きた習慣や伝統の崩壊、地域固有の文化の喪失などがありました。 

さらに昨今は、人々の生きづらさの増大、ある種の欠乏感、家族との関わり・他人と

の関わり・地域との関わり・自然との関わりの希薄化、心のバランスをうまくとること

に苦慮している人々の増大、といった問題も現れてきているように思います。 

これらの問題は全て国土整備に起因するものばかりではありませんが、人間が人間ら

しい生活を営むための基盤であるインフラストラクチャーのプランニングやコンサル

ティングを担う私たちも、業務を遂行する上でこういった社会の現状を常に念頭に置

いておかなければならないと私は思っています。 

 文化とは、作家司馬遼太郎によれば「それにくるまれていて安らぐもの・楽しいもの」

です。 

 また作家塩野七生は「文明は人を緊張させるが、文化は人を安らかにする」と述べて

います。 

「ものの豊かさ」から「こころの豊かさ」への大きな転換期を迎えた今、国土文化研究

所は、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、『心の豊かさを

醸成できる空間の創出』を目指した活動を行っています。 

 

  業務の柱は次の４つです。 

▪ 研究開発 

研究開発につきましては、職員の皆さんが日々の業務を遂行するに際して一つの

目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、2018 年度に実施した 11 件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『こころの豊かさを醸成で

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をいただきなが

ら、その成果を纏めたものです。 

 

▪ 地域・社会貢献活動 

     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

業などと共働で「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 人を超えています。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 

     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。

2018 年には「深化する水力発電」（仮称）の発刊に向けた執筆活動を行いました。

また「インフラをとことん楽しむ方法～インフラツーリズムの魅力を探る～」をテ

ーマにオープンセミナーを開催しました。 

 

▪ 人材育成 

 建設コンサルタントの若手技術者の育成は喫急の課題です。建設コンサルタント

の担い手をこれからもしっかりと確保していくためには、会社の安定経営に向けた

環境整備に取り組んでいくことも大切ですが、入社してからの技術者を育成してい

くためのプログラムを的確に講じていくことも極めて重要です。 

 このような背景から、国文研では 2018 年より 25 歳から 35 歳の若手技術者を対

象にした人材育成プログラム「国土文化カフェ～未来を担うエンジニア入門講座～」

を開始しました。 

 

 なお詳細につきましては本報告に記しています。 

 御一読いただければ幸甚です。 
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研究報告要旨  

 

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 

 

 

３年間の研究を通じて，アジア太平洋地域で継続する経済発展のもとインフラ需要は今後も急速に拡大すること，コンサ

ルティング事業に対する 1990 年代後半に発生したアジア通貨危機の影響は小さくかつ短期的なものであったことが明ら

かとなった．拡大するインフラ需要に対する公的資金の提供には限界があり，大規模な民間資金の活用が期待され，かつ

PPP 等の事業は急速に拡大する可能性がある．欧米を初め海外のコンサルティング企業は，新興国や途上国の運営・維

持管理を含めた大規模な事業に対するニーズの高まりに適応してビジネスモデルの変更を図り事業を拡大してきているが，

日本の企業の対応は遅れていると言わざるを得ない．国内外の市場環境が変わりつつある中，今後海外事業を拡大する

ためには，日本の企業や市場が抱える課題を的確に把握し，それらの課題を少しでも解消しながら事業を展開していく必

要がある．その中でも人材の育成・確保は最大の課題であり，経験を有する海外企業や現地市場に精通した現地企業と

の連携を積極的に図りつつ，地道に実績づくりを進めていく必要がある．また，国内外の市場環境の変化だけでなく，IT

分野をはじめとする技術の進歩や変化にも適応し，将来コンサルタントに期待される役割や仕事について考えて対応して

いく必要がある． 

 

 

東京デルタ水網都市構想の提案 

Proposal of Tokyo delta water-network city concept 

   

 
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 2年度目である今

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,「防災」,「交通・物流」,「水辺ウ

ェルネス」,「新たな水辺の都市生活」の 4 つの視点から地域の現状,解決すべき社会的課題,実現に向けた技術的および

制度的隘路などを踏まえて地域づくりの提案を検討した.また,その中間成果として,「東京デルタ水網都市構想」をとりまと

めた． 

 

 

スマートモビリティの導入による地方のモビリティ確保に関する研究 

A study on securing mobility in rural areas by introducing smart mobility 

 

 
人口減少・少子高齢化が進む中，地方部においては公共交通の空白・不便，路線バスの廃止・減便などによる更なる

公共交通サービス水準の低下，高齢者による交通事故，運転手の不足など，地域公共交通の確保が大きな課題となって

いる．一方，近年 ICT などの活用によるカーシェアやライドシェアの普及が注目されており，さらに自動運転や MaaS の普

及によりモビリティ市場は大きく変化することが予想されるなど，シームレスに移動できるスマートモビリティの時代が到来し

ている． 

本研究では，地方部におけるモビリティの確保のため，地方部へのスマートモビリティの適用を検討した．検討において

は，DRT やライドシェア，カーシェア，自動運転，MaaS の 5 つのスマートモビリティについて，その動向や地方部への適用

の課題を検討した．その結果，地方部においては先進的な DRT の導入を検討すべきであることを示した．さらに，地方部

において先進的な DRTを導入する際に考慮すべき点などについて提案を行った． 
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気候変動とダム堆砂が利水に及ぼす影響とダム再生に関する研究 

Proposal of criteria to evaluate climate change impacts on flood control and water utilization functions of dams 

  

 
既存ダムを活用した気候変動への適応策の検討に向け，気候変動がダムの治水機能や利水機能に及ぼす影響を適

切に評価し，ダム再生の対策に反映させていくことが求められている．しかしながら，現時点では，気候変動とダムの機能

を関連付けた評価方法は確立されておらず，適切な評価指標を設定し，対策の必要性や対策効果の高いダムを選定して

いくことが課題となっている．そこで，本研究では，気候変動に伴う各ダムの流況変化を予測した上で，その予測結果から

対策の必要性の高いダムをスクリーニングするための評価指標の提案を行った．また，提案した評価指標から，全国のダ

ムを類型化した結果，約90%のダムで今後ダム機能を維持するために，気候変動に対する影響緩和策を図る必要があるこ

とが示唆された． 

 

 

新しい鉄道都市空間の挑戦‐高架鉄道と駅前広場‐ 

Challenges of the new urban railway space: elevated railroads and station plazas 
 

Since the 1990’s, railways and railway stations have been improved, refurbished and developed in line with “station 

renaissance” and according to urban restructuring. In these days, elevated railways and station plazas have been reconsidered 

again – as important urban spaces with a high potential for development centered on local residents. Aesthetic factors also 

became important in design of the railway infrastructure. Viaducts and elevated stations, being the strong visual elements in 

the urban structure, also affect the landscape. Station plaza might play a role of urban main square. After the transformation 

they can be a source of improved urbanscape. 

This paper discusses the aesthetic issues of new urban space below the viaducts and around the station plazas. New 

facilities below the elevated railways and around stations should not only have the aesthetic form but also their function 

should be flexible, according to local needs and potential. While introducing the examples of the new projects in Japan and 

Europe, the paper also sets up new tasks and prospects for the utilization of new urban railway space in consideration of 

recent life-style trends, such as “slow living” and “third place”. 

 

 

日本橋地域特性に関する基礎的研究 

A fundamental study on characteristics of nihonbashi area 

    

 

本研究では，日本橋地域の奥深い歴史，誇るべき文化の形成過程を，土木・まちづくりの視点からスポットし，その隠れ

た魅力を解き明かすことにより，日本橋地域がより一層魅力あるまちとして持続的に発展するための可能性を提案する． 

平成30年は，日本橋地域における微地形，サイン計画，特徴的な風景，水辺復活について，それぞれ状況を整理し，

現状の評価及び今後の方向性の検討を行った．また，日本橋浜町及び人形町に焦点を当て，それらの考え方を適用した

ケーススタディを行い，今後の方向性を提案した． 

 

 

地域文化遺産防災まちづくりに関する研究 

Study on disaster measures for safeguarding cultural assets and surrounding area 

我が国は、国宝、重要文化財をはじめ多くの文化遺産を有し、近年大規模な地震により甚大な被害を受けている。南海

トラフ地震、首都直下地震などが近く起こる可能性が指摘されており、地震火災が発生すると文化遺産を含む地域が焼失

する可能性を有している。文化遺産は観光資源のひとつでもあり、地震火災から文化遺産を含む周辺地域の焼失を防ぐ

ことは、文化財防災の重要な課題である。 

本論文は，防災対策事業による減災効果などの評価手法、事業化に向けた提案手法の研究についての取り組み２年ま

での成果を紹介するものである。 
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建設コンサルタント技術者の生きがいに関する一考察 

A study on reason in living of construction consulting engineers 

建設技術は日々進歩し，特に近年のICTの急速な発展には目覚ましいものがある．しかし，建設実務者のモチベーショ

ン，やりがい，生きがいは必ずしも向上しておらず，むしろ低下しているとの懸念も存在する．本稿は，建設技術コンサルタ

ントに焦点を当てて，技術者のモチベーション，やりがい，生きがいが低下していると思われる原因を検討し，その解決策

の方向性を複数の視点から考察した． 

 

 

月面基地基本計画に関する研究（その１） 

A study on the basic plan of the lunar base 

本報告は，当社の新たなまちづくりの方向性を示す仮想環境としての月面への基地建設に係る研究の枠組みを示した

ものである．月面基地研究に関する目標として，現在日本を含む各国が目指す入植拠点に係る提案を目指す「短期標」と，

月面での大規模拠点に係る提案を目指す「中長期目標」を掲げた．また，基地形成のシナリオ構築のため，アメリカやロシ

ア，欧州などの月面探査計画を把握するともに，わが国の探査技術開発の動向を把握した．その結果，技術開発につい

て，要素技術の検討は進んでいるものの，それらを結びつける建設計画となっていないこと，月面での拠点形成は宇宙技

術よりは地上の土木技術に親和性が高く，建設コンサルタントの参入意義が確認できた．今期はこれらの背景を踏まえ，

基地建設に係る概略シナリオを構築するともに，基地建設に必要な検討事項を整理した． 

 

 

社会基盤整備におけるユーザー調査法の研究～第１報：ユーザー調査実施状況の把握～ 

User research methods for infrastructural planning – current implications in laws, researches and projects - 

社会基盤の整備でも住民等の利害関係者の意向や満足度把握の調査が実施されるが，結果は事業等の質の向上に

は役立てられていない．本研究は，人間中心設計のプロセスと手法を参考に，事業や計画の質を向上させるユーザー調

査法を整理することを目的とする．1 年目は，学習会等を開催して問題意識を共有するとともに，関連制度を分析し，領域

により法定の手続きが異なることを示した．また，学術論文，簡易的に領域を分類した業務報告書の分析において1996 

年，2016 年の2 ヶ年で比較し，ユーザー調査を取り扱う論文，業務が増えたこと，2016 年の業務では「防災」や「都市」に

ユーザー調査を実施する割合が高いなどの領域別の傾向があることを把握し，次年度の試行業務選定の参考情報を得

た． 

 

日本河川・流域再生ネットワークの活動報告 

Activities of japan river restoration network secretariat 

国土文化研究所では，公益財団法人リバーフロント研究所との共同研究「アジアにおける河川再生のためのネットワー

ク構築と活用に関する研究」の一環として，「日本河川・流域再生ネットワーク（JRRN）」の事務局を2006年11月から共同運

営してきた． 

JRRNは，河川再生について共に考え次の行動へと後押しする未来志向の情報を交換・共有することを通じ，各地域に

相応しい河川再生の技術や仕組みづくりの発展に寄与することを目的に活動している．また「アジア河川・流域再生ネット

ワーク（ARRN）」の事務局として，日本の優れた知見をアジアに向け発信し，同時に海外の素晴らしい取組みを日本国内

に還元する役割も担っている． 

本稿では，2018年度のJRRN及びARRNの事務局運営を通じた国内外活動の概要を報告する 
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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 
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３年間の研究を通じて，アジア太平洋地域で継続する経済発展のもとインフラ需要は今後も急速に拡大

すること，コンサルティング事業に対する1990年代後半に発生したアジア通貨危機の影響は小さくかつ短

期的なものであったことが明らかとなった．拡大するインフラ需要に対する公的資金の提供には限界があ

り，大規模な民間資金の活用が期待され，かつPPP等の事業は急速に拡大する可能性がある．欧米を初め

海外のコンサルティング企業は，新興国や途上国の運営・維持管理を含めた大規模な事業に対するニーズ

の高まりに適応してビジネスモデルの変更を図り事業を拡大してきているが，日本の企業の対応は遅れて

いると言わざるを得ない．国内外の市場環境が変わりつつある中，今後海外事業を拡大するためには，日

本の企業や市場が抱える課題を的確に把握し，それらの課題を少しでも解消しながら事業を展開していく

必要がある．その中でも人材の育成・確保は最大の課題であり，経験を有する海外企業や現地市場に精通

した現地企業との連携を積極的に図りつつ，地道に実績づくりを進めていく必要がある．また，国内外の

市場環境の変化だけでなく，IT分野をはじめとする技術の進歩や変化にも適応し，将来コンサルタントに

期待される役割や仕事について考えて対応していく必要がある．  

 

     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，  
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② インフラ市場の大きな転換が懸念される．また，

「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． 

③ 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. 

④ 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のうち，「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さ

れた． 

【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) 過去の成果 

平成28年,  29年の２カ年は，文献等情報収集，専門家

へのヒアリングを中心に調査を実施し，以下に示すこと

が確認された． 

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．通貨危機直後には，

案件ごとではなく数百億円規模のセクター・プログ

ラム・ローンといったノンプロジェクト型借款が実

施され，各国の喫緊のニーズに応じた支援が行われ

た．2002年度には，プロジェクト型借款を中心とす

る通貨危機前の状況に回復している．通貨危機時点

で実施中あるいは実施確定済の案件への影響を，事

業評価報告をもとに詳細に確認したところでは， 通

貨危機によって生じた経済の混乱や，その後の各国

政府内の機構改革の影響を受け，調達手続きや契約

交渉が遅延・長期化したが，事業内容が縮小された

案件は少なく，逆に通貨危機に伴う現地通貨安の影

響を受けて現地調達が可能な工事の追加やそれに伴

うコンサルティング・サービス（特に設計・施工管

理分野）が追加されている案件が多いことが判明し

た． 

② アジア太平洋地域のインフラ需要の予測 

（成果）研究開始当初，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が，経済攪乱がODAに与える影

響は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ADB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．2017年2月に

アジア開発銀行が発表した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整理した．

その報告書によれば，アジア太平洋地域の2030年ま

でのインフラ需要は，気候変動の緩和や適応への対

応の必要額を含めた場合26兆ドル，年間1.7兆ドルを

超えると予測している．必要投資額を分野別にみる
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と，電力14.7兆ドル(56.3%)，交通・運輸8.4兆ドル

(31.9%)，通信2.3兆ドル(8.7%)，水・衛生で0.8兆ドル

(3.1%)である．地域別には，東アジア（中国含む）

16.1兆ドル(61.3%)，南アジア6.3兆ドル(24.3%)，東南

アジア3.1兆ドル(12.0%)，中央アジア0.6兆ドル(2.2%)，

太平洋地域0.05兆ドル(0.2%)であるが，対GDP 比では

太平洋地域が9.1% と最大の投資を必要とする．年間

の必要投資額1.7兆ドルは，ADBが2009年に予測した

7,500億ドルの2倍を超えた．当該地域の経済成長は

引き続き高く，さらなるインフラ需要が生じている．

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，投資需要と実際の投資水準

の差は年間4,590億ドル，中国を除くと3,080億ドルで，

GDP予測額の5%を超える．これに対し，各国で財政

改革が進みGDPの2%の歳入増がありインフラ投資不

足額の約40%を手当てすることが可能となる．残り

60%の不足額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． 

③ 増大するアジア太平洋地域のインフラ需要に対する

関係機関・日本企業の取り組み 

（成果）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．具体には，「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）や「高度技術信託基金」

（High-level Technology Fund）の設立の他，調達制度の

改善に取り組んでいる．新たな基金は日本からの拠

出が中心であり，特に高度技術信託基金では，日本

の技術による貢献が期待されており，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，パイロット事業等のコンサルティング事業に

活用できるものである．分野としては，気候変動，

スマートグリッド，エネルギー（大量蓄電，省エネ，

再生可能エネルギー），高度道路交通システム(ITS)，

スマートシティ， 廃棄物発電，海水淡水化など都市

インフラ系での高度な技術の導入が期待されている． 

また，日本の国際協力銀行(JBIC)から得た情報では，

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，再生エネルギー等がコンサルタントが関わる可

能性が高い分野であることが確認された． 

日本のコンサルティング企業が実施する海外事業

は日本のODA，特にJICA業務（円借款事業を含む）

に限定されているといっても過言ではない．これに

対し，日本企業のアジア太平洋地域のインフラ市場

への進出状況をADB融資案件の受注状況から整理し

た．2016年１年間にADBが融資したプロジェクトに

おける1967年から2016年までの10年毎の日本企業受

注額シェアをみると，資機材・土木工事関係では，

50年前の40％を越えるシェアに対し最近の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

グ業務でも，10％超であったシェアは最近の10年で

は4％となっている．ただし，コンサルティング業務

については日本企業による海外市場拡大の動きがわ

ずかながら認められる． 

④ TPPの影響 

（成果）TPP（環太平洋パートナーシップ）協定の

影響については，WTO導入時の影響を基に予測する

こととしていたが，トランプ政権により米国の離脱

が確定したことから，WTO導入時と状況は大きく異

なると考えられ，動向を把握するにとどめた．国土

交通省は， TPPによる日本の建設業課に与える影響

について，日本の取引慣行や法制度の改善が要求さ

れることはなく日本の建設市場を従来以上に開放す

ることはない，参加国市場の開放が進み海外進出機

会が増大するとしている．TPPは，2017年1月の米国

離脱後，米国以外の11ヶ国（TPP Eleven）による協定

発効に向けた協議が行われ，2017年11月に一部の規

定の発効の停止で大筋合意され，2018年3月8日に署

名式が行われた． 

TPP以外でも，EU（ヨーロッパ連合）とのEPA

（経済連携協定）が2018年7月に署名されたほか，中

国やインド，オーストラリア，ASEAN加盟国など合

わせて16か国が参加するRCEP（東アジア地域包括的

経済連携協定）の交渉も進められている．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． 

 

(4) 今期の研究方針 

過去の通貨危機による影響やアジア太平洋地域の今

後も増大するインフラ需要とそれに対する国際金融機関

等の方針や取り組みに関する以上の研究成果をもとに，

今期はアジア太平洋地域のインフラ市場へのさらなら展

開に向けて，今期は以下の調査研究を実施し，最後に

CTIグループとして対応すべき方向について提言をまと

めた．  

（平成30年検討項目） 

（1） 増大するアジア太平洋地域のインフラ需要に対

し，日本に期待される分野等（ADBへのヒアリング） 

（2） ADBを初めとする国際金融機関が融資するイン
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フラ事業への日本企業の参入拡大の在り方（ADBへ

のヒアリング） 

（3） 海外インフラ事業展開に対する通貨危機以外の

影響と今後の事業拡大に向けた日本企業の課題 

（4） 今後のコンサルティング業界に期待される役割 

 

２．アジア開発銀行におけるヒアリングの実施 

 

増大するアジア太平洋地域のインフラ需要に対して，

日本のコンサルティング企業あるいは建設業企業に期待

される分野・技術等や，ADB を初めとする国際金融機

関が融資するインフラ事業への日本企業の参入拡大の在

り方を検討するにあたり，ADB にてヒアリング実施し

た．2018年 6月 4日～7日，マニラのADB本部を訪れ，

栗原理事の他，具体のプロジェクトに関与しておられる

日本人職員を中心にヒアリングさせていただいた． 

その結果を整理し以下の示す． 

(1) インフラ需要予測の方法と現状 

- 2017年 2月にADBが発表したインフラ需要予測では

分野ごとの予測値が示されているが，人口・原単

位・普及率等からマクロ的に求めた数値であり，地

域別やサブ分野別の内訳は示されていない． 

- 水関連防災に係る需要は水・衛生分野に含まれてい

るが，治水は含まれていない． 

- 現状，ADB はアジア太平洋地域のインフラ需要の

5％程度を担っている．他ドナーも合わせて 10％程

度である． 

(2) 分野ごとの特徴（日本企業の参入状況を含む） 

- 治水分野はADBでも長年取り組んでいる．都市排水，

湿地保全，河川環境改善等の案件は多い． 

- ダム（貯水池）案件は中国で多い．ダム再開発では，

嵩上げ・洪水吐き増強の案件が多い． 

- 維持管理関係では道路分野が卓越している． 

- 交通分野では日本のコンサルタントも参入済み． 

- 水分野での参入は極めて少ない．水分野では欧米型

と日本型（総合治水）に違いがある． 

- 環境社会配慮はADBも重視している．日本の提案は

技術に偏りがちであり，環境社会配慮にも力を入れ

た提案が必要である．環境社会配慮に関してADBガ

イドラインに沿って実施したプロジェクトの実績は

高評価となる． 

(3) 調達ポリシー 

- 2017 年に発表された新しい調達ポリシーは，ほとん

ど資機材や工事の調達を対象としたものであり，コ

ンサルティング案件については大きな変化はない． 

- 調達は QCBS（総合評価方式）を基本としている．

コンサルティング業務では，この数年技術：価格＝

80：20を標準としてきたが，現在では 90：10が原則

となっている． 

- 技術：価格＝90：10 の原則では，価格で逆転すると

いうことは起こらない．QBS（プロポーザル方式）

のメリットは小さくなった． 

(4) 案件ごとのコンサルタントの体制 

- 技術提案部分の評価よりも，個々のコンサルタント

の評価のウェイトが大きい． 

- 海外のコンサルティング企業は，自社の専門家はわ

ずか，個人コンサルタントでチームを構成（”Body 

Shop”）することが多い．日本の会社でも外人部隊

だけで構成したケースがある． 

- 欧米のコンサルタントは，自社にいながら，個人で

プロジェクトに入り込み，会社の仕事を作っている． 

- Individual Procurement（個人単位の専門家調達）は，優

秀な人材を確保できるのでADBとしても重宝してい

る．日本からも期待しているが現状ではほとんどな

い． 

(5) 日本に期待される分野 

- 高度技術信託基金による案件は日本がイニシアチブ

を取れると思う．ただし，質を重視する方向にはな

っているが必ずしも日本が有利とはいえないところ

もある．中国にも革新的な技術は多い． 

- 日本のきめ細やかな施工は不要である．都市部にお

ける省スペース・低騒音は今後重要と考えられる． 

- 日本人による施工監理に対する信頼性は高い．省力

化技術については労働力コストの低い地域での有効

性に疑問が残る． 

- 鉄道や港湾の運営， 維持管理の指導ができるコンサ

ルタントのニーズは高い．運営部分は他の分野でも

ニーズがある． 

- 河口部や海岸部の環境管理を含めた河川改修案件は

増えている． 

(6) PPP事業 

- ADBでも議論しているが，どういう案件が PPP向き

か見極めること（これまでと異なるスクリーニング）

が必要であろう． 

- ADB内部でも PPPの重要性は認識されているが，現

場レベルの対応はまだまだの印象がある． 

- PPP は日本自体に経験が少ない．日本の強みや信頼

性（エンジニアリングの緻密さ・計画性や詳細設計

等）を活かした進出が必要であろう． 

- 日本のコンサルタントとは仕事がしやすい（”阿吽

の呼吸”）ところはある．日本企業のさらなる参入

を期待する． 

(7) 参入増に向けたADBへのアプローチ 

- 毎年3月に開催しているBusiness Opportunity Fairがいい
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機会である． 

- Resident Missionを強化している．現地事務所を訪問し，

アピールすべきである．そこでは非公式情報も入手

可能である． 

-  “Expert Pool”という外部の専門家をADB内部で活用す

る制度を実施中である．日本からの人材も期待して

いるが集まらない． 

- 現地語ができる人材の評価が高い．海外留学生の採

用等が必要である．JICA の研修生とのネットワーク

構築も有効だろう． 

 

３．増大するアジア太平洋地域のインフラ需要に

対し日本に期待される分野等 

 

昨年調査した結果によれば，アジア太平洋地域のイン

フラ需要は今後も大きく伸びると予測される．また，将

来の需要にこたえるために必要な資金源として，民間資

金の有効な活用が求められている． 

このような状況の中で，近年のADBによるインフラ

整備に対する融資額の変化を分野別，地域別にみたのが

次の図である．総額では，2013年から 2016年まで 130～

160億ドルの範囲で推移していた融資額は 2017年に一気

に 200億ドルに跳ね上がった．単純に評価することはで

きないが，このことは増大するインフラ需要に対して

ADBが融資額を増やす方向にあると考えられる．今後

の動きにも注目したいところである． 

 
分野別 

 

地域別 

図 1  2013～2017年におけるADBの一般通常資本財源及
び譲許的財源のコミットメント額 

出典：アジア開発銀行年次報告2017年 

2017年の融資額を分野別でみると，エネルギー

(31％)，交通・運輸(27％)と大きく，金融(14％)，水道等

都市インフラ(8%)，農業・農村開発(8%) と続く．地域別

では南アジア(34％),，中央・西アジア(28%)，東南アジア

(20%) である． 

これらのデータ及びADBにおけるヒアリングの結果

から日本に期待される分野を整理すると次のようなこと

が言える． 

- 2030年までの必要投資額では，分野別には電力 14.7

兆ドル(56.3%)，交通・運輸 8.4兆ドル(31.9%)，通信

2.3兆ドル(8.7%)，水・衛生で 0.8兆ドル(3.1%)であ

る． 

- 近年のADBの融資額においても，エネルギー，交

通・運輸が二大分野となっている． 

- ヒアリングの結果からも，特に鉄道，港湾分野での

運営や維持管理が強調されたが，他の分野において

も運営に係るコンサルティングが必要とされている

ことがわかった．運営については他の分野において

もニーズがある． 

- 施工監理，都市部における省スペース，低騒音での

施工技術の他，コンサルティングに対する信頼性

（緻密さ，計画性）など，日本が有する技術・経験

に対する期待はある． 

 

４．ADBを初めとする国際金融機関が融資するイ

ンフラ事業への日本企業の参入拡大の在り方 

 

海外インフラ事業への日本企業の参入拡大の在り方に

ついては，ADBにおけるヒアリングにおいて以下の点

が指摘された． 

- QCBS が調達の基本となっているが，技術点に対す

る評価のウェイトが高くなっており，価格で逆転す

るということは起こりにくくなっている． 

- 技術提案のうち，体制内の個々のコンサルタントの

実績等の評価のウェイトが大きい．海外のコンサル

ティング企業では，外部の個人コンサルタントを中

心にチームを構成することが多い． 

- 個人単位の専門家調達も行われており，ADB では

“Expert Pool”という外部専門家をADB内部で活用す

る制度もある．個人単位での参入を端緒として参入

拡大することもできる． 

- 参入機会を得るための情報源としては，ADB が毎年

3月に開催しているBusiness Opportunity Fairのような定

期的に開催されるマッチングのためのイベントへの

参加や，現地事務所へのアプローチが有効である． 

- 現地語ができる人材，海外留学生の採用や JICA研修

生とのネットワーク構築も有効である． 
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５．海外インフラ事業展開に対する通貨危機以外

の影響と今後の事業拡大に向けた日本企業の課題 

 

本研究の期間中において，日本国内におけるODA，

海外展開に対するいくつかの動きや論調が起きている．

ここでは，それらの動きの概要を整理するとともに，そ

の中で今後のコンサルティング企業の海外事業拡大に向

けた方向性と課題を整理する． 

 

(1) JICAの予算執行管理問題 

本研究の期間中に発生した JICAの予算執行管理問題

について整理しておきたい．この問題は，海外事業を展

開する日本国内のコンサルティング業界に対し，極めて

大きな影響を残した． 

JICAは，中期計画の最終年度である 2016年度に向け

て，2015年度，2016年度にわたり予算の執行を加速し

た．その結果，2017年 6月の時点で 2017年度の予算執

行可能額が大幅に減少することが判明した． 

それを受けて 2017年秋以降 JICAが実施した方策は，

①2017年度開始予定であった案件の凍結と，②実施中案

件のスケジュール変更であった．①では金額の小さい単

独型案件を中心に 175件が凍結され，約 28億円の支出

が抑制され，②における具体的方策は受注しているコン

サルタントへの支払額の繰り延べで，115件で約 76億円

の支出が繰り延べられたという． 

この JICA による対応は，JICA からの受注が大半を占

めている日本国内のコンサルティング企業全般に及んで

いる．日本の ODAの中でも円借款事業の受注が少なく，

技術協力プロジェクトといった JICA からの受注に依存

している企業では受注量が大幅に減少し，多大な影響を

受けた．2018年秋以降は発注案件が増加に転じており，

通常の発注状況まで回復しつつあるが，１年間に及んだ

JICAの対応の影響は企業の経営をも左右しかねない結果

をもたらした． 

 

 

図 2   業務実施契約(単独型含む)の公示件数 
出典：内閣官房行政改革推進本部事務局説明資料「技術協力（JICA

運営費交付金）」，平成30年11月14日 

 

これに対し JICAは，2018年度初めに「予算執行管理

室」を創設するなど再発防止策を検討・実施するととも

に，第三者諮問委員会を設置し，改善策を検討した．諮

問委員会は 2018年 12月 3日付で報告書（提言）をまと

め，以下の点を改善すべきと指摘している． 

- 法人予算の事前統制の弛みの是正 

- 個別案件単位の予算執行管理の徹底 

- 複数年度事業の後年度計画額の適切な把握と管理 

- 当年度予算の執行管理の適正化 

- 自律性を重視した合理的な予算管理手法の確立 

- 予算執行状況の可視化と理事及び理事会の役割の明

確化 

- 戦略的な資源配分メカニズムの強化と人材育成 

 

(2) 日本のODAに対する財務省の指摘と対応 

同じく本研究の期間中に財務省が日本のODA事業，

特に JICAが実施するコンサルティング事業に対して改

善を求める指摘を行った．外務省及び JICAは，それら

の指摘に対して今後の対応の方針を以下のように示して

いる． 

表 1 財務省予算執行調査による主な指摘と対応 
指摘事項 今後の対応（外務省・JICA） 

（調達制度） 

・実質的には価格点の評価がな
されていない状況から一般競争
入札に移行すべき 

 

・2019年12月までに原則QCBS方
式とする． 

（契約単価・支払方法） 

・成果報酬（ランプサム）契約
に移行すべき 

・積算方法を見直すべき 

 

・円借款（詳細設計）で2009年4

月から順次導入する． 

・実態調査の上積算基準（単価
等）を改定する． 

（質の向上に向けた取組） 

・実績評価ルールの設定 

 

・JICA以外の国際業務受注実績
の評価 

・外国人材の起用制限の撤廃 

 

 

・具体ルールを検討し，実績評価
の質を向上する． 

・国際機関等からの実績評価方法
を検討する． 

・外国籍人材の活用制限を原則撤

廃する． 

出典：平成30年度秋の年次公開検証「秋のレビュー」技術協力（JICA

運営費交付金），平成30年11月14日，財務省国際協力局 

 

このように，JICAが発注するコンサルティング業務

においても，QCBS方式が採用され，成果報酬（ランプ

サム）契約へ順次移行し，実績評価ルールが明確にな

り，外国籍人材の活用制限が撤廃されるなど，調達・契

約に係る条件が変化することとなっている．業界にとっ

てプラスの面とマイナスの面があるが，企業としてはこ

のような変化への適切な対応が求められることになる． 

 

(3) ODAに関する有識者懇談会の提言 

外務省は，限られた予算の中でODAをこれまで以上

に効率的かつ効果的に活用していく観点から，外務大臣

の下で「ODAに関する有識者懇談会」を開催し，ODA

に関わる実施主体（国際協力NGO，民間団体等）をど
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のように強化し，各々の特性を活かした役割を担っても

らうかについて議論を行い，2018年 11月に提言をまと

めた．その提言では，以下の点が指摘された． 

- JICAと国際機関の間では，各実施主体の特性や組織規

模の違いから，実施主体間における競争原理が働きに

くい状況にある．現時点で JICAの機能を代替する機

関が少ないため，JICAは国内においても競争にさらさ

れていないことによって，レベルアップが図られにく

い． 

- 日本のODA予算が伸び悩む中では，常に政府資金を

想定するのではなく，より広く民間資金等他の財源を

募っていくことも必要になる．ODA業界以外の民間

企業が事業を通じて参加するケースが増えており，将

来的なマーケットの創出，現地における雇用拡大，人

材育成など，多様な観点での民間企業との連携は今後

さらに重要になる． 

- ODAをより効率的・効果的に実施していくために

は，開発協力を担う人材の育成が喫緊の課題．現場経

験が豊富なだけでなく，組織管理能力を有する人材も

必要．実施主体間の人材交流も検討すべきである． 

 

(4) 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に

関する法律の施行 

日本政府は，日本の質の高いインフラの海外展開を強

力に推進するため，「インフラシステム輸出戦略」を策

定し，重要な施策の一つとして「官民一体となった競争

力強化」を掲げている．その一環として，さらなる海外

展開を推進するため「海外社会資本事業への我が国事業

者の参入の促進に関する法律」が制定され，2018年 8月

31日に施行された． 

表 2 独立行政法人等による我が国事業者参入促進のた

めの取り組み 
独立行政法人等 我が国事業者参入促進のための取り組み 

鉄道建設・運輸施設整
備支援機構 

我が国事業者等と連携・協力して海外の高
速鉄道に関する調査，設計，工事管理等の
業務（必要な場合は出資も） 

水資源機構 海外における水資源開発案件に関するニー
ズ調査やマスタープラン策定，F/S調査，
設計，入札支援・施工監理等の発注者支
援，施設管理支援等 

都市再生機構 地区開発マスタープラン策定や，都市開発
事業のF/S調査，外国政府・外国企業，我
が国企業へのアドバイザリー業務，さらに
住宅の標準設計や改修基準の策定支援等の
業務 

住宅金融支援機構 外国政府の住宅金融制度の構築等を支援す
るためのコンサルティング業務 

日本下水道事業団 海外の下水道に関するマスタープラン策定
支援，F/S調査，設計監理，入札支援，施
工監理，処理場の運転管理支援等の技術的
援助業務 

国際空港株式会社（成
田・中部） 

海外の空港の整備・運営等や関連調査 

高速道路株式会社 海外の道路の整備や維持管理に関する調査 

国際戦略港湾運営会社 海外の港湾の整備・運営や関連調査 

出典：海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための

基本的な方針，国土交通省 

この法律は，海外における鉄道，空港，港湾，都市・

住宅，下水道，水資源，道路のインフラ事業について，

我が国事業者の海外展開を強力に推進するため，国土交

通大臣が基本方針を定め，独立行政法人等に海外業務を

行わせるもので，対象となる独立行政法人等（表）は，

海外プロジェクトの案件形成から調査・設計，建設，さ

らには運営・維持管理に至るまでの各段階において，そ

れぞれが有する公的な信用力，専門的な技術・ノウハウ

を活用し，日本企業のプロジェクトへの参入を支援す

る． 

今後は，海外のインフラ整備を官民が一体となりオー

ルジャパン体制で総合的に支援することが可能となり，

より強力にインフラシステムの海外展開を推進し，日本

企業によるインフラ事業の受注が一層促進されることが

期待される． 

 

(5) ODA事業における包括的建設サービスの適用 

欧米を中心とした海外諸国では，公共インフラ事業の

実施，特に建設工程に必要な期間を短縮し，品質を高め

生産性を上げる取り組みとして設計・施工の包括的建設

サービスが普及しつつある． 

英国では，民営化を 1980年代の民営化促進の流れの

中，事業期間の短縮，受発注者の関係良化による紛争減

少を目的として，ECI(Early Construction Involvement )という

契約形態が増加した．一般に設計者は施工者の下請けと

して参画，施工業者が代表して契約するものである． 

米国においてもCM/GC(Construction Management/General 

Contractor)という同様な取り組みが進められている．技

術的に複雑で難易度の高い事業やイノベーションを取り

入れたい案件に適していると言われ，工期短縮と新技術

導入にメリットがみられるという．実施にあたっては発

注者・設計者・施工者の協調・信頼関係の構築が重要と

なる． 

日本のODA事業は他の競合国と比べ時間がかかると

いう批判があるなか，土木学会は日本においてもODA

事業の工期短縮を目的としてWCD(Wrap-up Construction 

Service)という方式による海外のインフラ事業を提案して

いる．この契約方式は，事業の早期の段階から施工者が

事業に参画し，プレコンストラクションサービスとして

施工に関するノウハウや施工技術に関する情報を提供

し，リスクを低減することで設計や施工計画の品質を高

め，コンストラクションサービスとして，工事の品質，

コスト，行程，戦前等の管理を責任をもって行うもので

ある．事業費の縮減や事業工程の短縮と高度・複雑な土

木工事で本邦技術・新技術が活用しやすくなるとの期待

がある． 

今後，海外だけでなく国内においても設計施工の導入
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などインフラ事業の実施形態が従来と変わる方向にある

といってもいい．逆に海外事業での導入が先行し，国内

事業への普及へ向かうことも考えられる．コンサルタン

トの海外事業への参画の仕方が従来と変わることを前提

にした事前の対応も必要と考える． 

 

(6) 日本の建設業等の海外展開の課題 

海外事業，特に契約形態に詳しい高知工科大の草柳教

授が，日本の建設業及び関連業界の海外展開に対して，

次のように指摘している． 

- 欧州企業に代表される海外事業展開の基本スキームは

「入札によるプロジェクトの入手」ではなく，社会基

盤プロジェクトを創造し，総合的に推進する「開発権

プロジェクトへの参画」に移行している． 

- 海外の大手建設企業は，純技術を売り物にする工事請

負企業（Contractor）から，純技術とマネジメント技術

を統合した社会基盤事業の総合技術提供者（Total 

System Provider）へ変身した．設計施工，PPP，PFI，コ

ンセッションといった自身でリスクをコントロールす

る範囲が大きい契約形態のプロジェクトを基幹事業領

域とする． 

- 日本の公共建設事業では，発注者機関と企業が，それ

ぞれの機能を連携させなければ製品が出来上がらない

構造となっている． 

- 国際市場において必須条件となる契約条項に基づく受

発注者間の責任と権利の確認といったプロジェクトマ

ネジメントの根幹技術が希薄な状態に陥った． 

- 「インフラシステム輸出」の基本策は，①設計施工，

PPP，PFI，コンセッション等の事業への取り組み，及

び②市場国で業務拠点を設け建設事業を拡大すること

の２つ．これらを実践するマネジメント技術をどのよ

うに具備していくかが最大の課題である． 

- ライフサイクルコストの面から安価で丈夫で維持運営

費が安価な施設をつくることが必要であり，日本の企

業にとってBIM/CIM技術の具備は必須である． 

 

(7) 日本のインフラ輸出の現状と課題 

同様な指摘であるが，江崎は日本のインフラ輸出の現

状と将来について著書の中で次のように指摘している． 

- 単一民族国家である日本が得意とした「統合型ものづ

くりシステム」（クローズドインテグラル型）に対し

て，多様な価値観を持った多民族国家である米国で，

米国を活かすために発展したものづくり（オープンモ

ジュラー型）がある．電機・IT産業に代表されるよう

に，この数十年間でクローズドインテグラル型からオ

ープンモジュラー型へのパラダイム転換があった． 

- 技術がシステム化し，複雑化・巨大化するにつれて設

計という上流工程でのインテグラルが重要になってい

る．施策や製造のような後工程での事後的なインテグ

ラルではなく，設計段階で可能な限りインテグラルを

行い，後工程で生じる問題点を理解して設計すること

が，最終的に品質向上とコストダウンを可能にする． 

  

図 3 インフラ事業の工程（バリューチェーン） 
出典：日本のインフラ輸出の現在(いま)を読み解く，江崎康弘，文眞
堂，2018年4月 

 

- 新興国では，公的ファイナンスの限界やインフラ設備

を効率的に運営管理する人材やノウハウの不足等の事

情や都合を背景として，民活パッケージ型インフラ事

業が増加傾向にある．市場規模もこのようなパッケー

ジ型インフラ事業が圧倒的に大きい． 

- しかし，この分野での日本企業の国際競争力は非常に

脆弱である．上下分離型のインフラ事業となっている

日本は特に，①事業計画，⑥維持管理・運用，⑦事業

運営で弱く，上下一体型の社会インフラ案件を長期に

わたりリスクを取り事業を展開するノウハウが民間企

業には全く育っていない．EU創設以来公共インフラ

事業の民営化を加速した欧州と比較し，20年の差があ

る． 

- 新興国市場のニーズに合わせ，欧州企業等の競合企業

に日本企業が打ち勝つためには，FSからマスタープラ

ンの作成，EPC(Engineering, Procurement and Construction)及

びO&Mまでを含んだビジネスモデルの構築が不可欠

である．国内のコンサルティング会社は総じて「技術

オリエンテッド」であり，相手国が期待する「投資と

回収を中心とした事業計画」の策定の経験が欠落して

いる．海外のコンサルティング会社との連携・利活用

を図るとともに，並行して国内コンサルティングファ

ームの育成が急務である． 

- 日本企業が蓄積してきた技術力を発揮し，新興国を中

心に大きな需要が望まれる分野は，第一に鉄道，水，

電力等のインフラ輸出産業，第二に環境・エネルギー

分野の課題解決産業である．さらに都市化が加速する

中で，第一と第二を兼ね備え，低炭素への移行の中で

スマートシティに代表される都市開発ビジネスであ
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る． 

- 国家のサポートを含め，日本企業全体として連携が図

れていない．コンソーシアムの構築には企業数が多

く，連携や一本化の実現は容易ではない．オールジャ

パン方式ではなく，海外企業との提携を含んだ国際コ

ンソーシアムを構築し参入することが必要である． 

- 現地のニーズや現地固有のリスクを事前にできる限り

掌握すること，現地の法や税制度，商習慣等を熟知

し，相手国政府等との関係構築を図ってくれる現地の

法律事務所や代理店等との連携も不可欠である． 

- 最も重要なことは，リーダーシップを兼ね備えたグロ

ーバル人材の存在であり，信頼性獲得のための人材育

成が必要である．ここでいう信頼性とは，人間的な信

頼性や長い事業の実績によって次第に認識されてくる

信頼性である． 

 

７．研究の総括 

 

平成 28年からの３年間の研究成果のまとめとして，

研究を通じて確認できたこと，日本の「インフラシステ

ム輸出」における取り組みと課題，海外展開を具体に進

めるにあたって有識者等が指摘する課題等を再整理し，

コンサルティング企業としての海外展開の方向性につい

て考察し総括とする． 

（海外事業拡大に向けた課題） 

- アジア通貨危機の影響は小さい．逆にコンサルタント

業務量は増加することとなった． 

- アジアのインフラ投資需要は年間 1.7兆ドルであり，

従来の予測より大幅に増加した． 

- 日本企業が優位に展開可能な分野は，鉄道，水，電力

等のインフラ輸出産業，次に環境・エネルギー分野の

課題解決産業である．さらにはスマートシティに代表

される都市開発ビジネスである． 

- ADBを初め，インフラギャップの解消に向け投資拡大

を目指すが，公的資金だけでは不足し，PPP, PFI等民

間資金の活用が必須となる． 

- 新興国をはじめ海外では大規模，複雑な事業に対する

ニーズが高まっている．なかでも民活パッケージ型イ

ンフラ事業が増加傾向にある．市場規模もこのような

パッケージ型インフラ事業が圧倒的に大きい． 

- 海外企業は純技術とマネジメント技術を統合した社会

基盤事業のTotal System Providerへ変身した． 

- しかし，この分野での日本企業の国際競争力は非常に

脆弱で，特に，事業計画，維持管理・運用，事業運営

で弱く，長期にわたりリスクを取り事業を展開すると

いったニーズに対応できていない． 

- 一方国内では，JICAによるコンサルティング事業の契

約方法や積算基準等が変革の方向にある． 

- 日本のインフラシステム輸出戦略に沿って新たに独立

行政法人の海外展開が法的に位置づけられ，さらに積

極的な展開が進められると期待される． 

- 日本企業は，日本のODAによるインフラ事業を中心

に参画してきたが，近年は円借款事業においても他国

の企業が獲得するケースが増えている． 

 

このような現状において，海外事業を拡大するために

はビジネスモデルの変更を含めた抜本的な変革が求めら

れているといっていい．当面積極的に実施すべきと考え

られる事項を以下に示した． 

（当面積極的に実施すべき事項） 

- JICA一辺倒からの脱却し技術協力を中心に国際機関の

コンサルティング事業に積極的に参入する． 

- M&Aや自らのファイナンスも含めてPPP事業の拡大

を図る． 

- 新興国・途上国のニーズに応えるビジネスモデルへの

抜本的な変革について検討する． 

- そのために，人材の育成・確保を，実績づくりを地道

に進める． 

- 海外拠点の整備・強化を進め，海外企業との連携を図

る． 

- ADBのExpert Pool制度等の活用により，ダム再生等日

本の優位技術を売り込む人材を輩出するといった対応

も考える． 

 

最後に，国際コンサルティング･エンジニア連盟

(FIDIC)において，BIM/CIM等の IT関係技術の急激な進

歩・変革に対してコンサルティング・エンジニアに求め

られる役割はどう変わるべきか，といった議論が展開さ

れ始めたことを紹介したい．BIM/CIM，Cloud 

Computing，AI，3D Printing，Virtual Reality，Internet of 

Things，Blockchain Technologyなどの新しい技術が産業界

に急激に浸透・展開されている中，これからのコンサル

タントが行う仕事も変化していくべきとの論調がある．

海外だけでなく，国内事業への対応も急激に変化してい

くと考えられ，新しい技術の習得と有効活用だけでな

く，将来のコンサルタントの役割・仕事がどうなるのか

を考えながら行動していく必要がある． 
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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, Makoto MITSUKURA,  

Kazuhiro NAKAMURA and Takamichi OOI  

 
Through three years of research, it is clear that the needs for infrastructure will continue to expand under 

the continuing economic development in the Asia-Pacific region, the impact of the Asian Economic Crisis 

in the latter half of the 1990s on the consulting business was small and short-term. There is a limit to the 

provision of public funds for expanding infrastructure needs, it is expected to utilize large scale private 

funds, and business such as PPP may expand rapidly. Consulting companies in foreign countries such as 

Europe and the United States have been expanding their business by changing the business-model to 

accommodate the growing needs for large-scale businesses including the operation and maintenance in 

emerging countries and developing countries, but in Japan it is inevitable that companies' response is 

delayed. While domestic and overseas market environments are changing, in order to expand overseas 

business in the future, we need to grasp exactly the challenges of Japanese companies and markets and to 

develop business while eliminating even a bit of those issues. Among them, securing human resources is 

the biggest challenge, and it is necessary to promote cooperation with overseas companies with experience 

and local companies familiar with the local market while making achievements on a steady basis. In 

addition to adapting to changes in the market environment both in domestic and overseas as well as 

technological advances and changes in IT fields, we need to deal with the roles and work expected in the 

future consultants. 
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東京デルタ水網都市構想の提案 
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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2年度目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,「防災」,「交通・物流」,「水辺ウェルネス」,「新たな水辺の都市生活」の4つ

の視点から地域の現状,解決すべき社会的課題,実現に向けた技術的および制度的隘路などを踏まえて地域

づくりの提案を検討した.また,その中間成果として,「東京デルタ水網都市構想」をとりまとめた． 

     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,かつて水網を形成していた河川・運河

とその痕跡が格子状に残る江東低地.(江東区・墨田

区)を主な対象として, 昨年報告した「江東低地に

おける水辺空間の変遷と課題」を踏まえ,今後100年

先を見据えた地域の目標とすべき姿を明らかにし,

それを実現するために想定されるインフラ整備のプ

ロジェクトについて提案を行い,地域社会に提言を

行うことを目指しているものである. 

なお,研究の中間段階の成果は,2018年11月に社団

法人土木学会が実施した初のデザインコンペ「22

世紀の国づくり－ありたい姿と未来へのタスク」B

部門(22世紀の国づくりのためのアイディア)に「東

京デルタ水網都市構想」として応募した. 

 

2.対象地域の概要 

 本研究で対象とする江東低地は,東を関東地方有

数の大河である荒川,西をその荒川のかつての本流

であった隅田川,南を東京湾に囲まれた地域であり,

行政的には東京都の江東区・墨田区にまたがってい

る.地域の面積は約55㎢(南北約10km,東西約6km),

人口は約80万人を数え,東京都心部にも近接してい

る.明治以降は東京の工業地帯として栄えた時期も

あり,現在も町工場などが点在する住工混在の地域

である.また,江東区の臨海部は近年急速にウォータ

ーフロントの開発が進んでいる.江戸時代は,1657年

の明暦の大火以降,江戸の城下町として発展し,格子

状に密に運河がはりめぐらされたまさに水網都市で

もあった. 

こうした江東低地の特色は,ある面で,ニューヨー

クのマンハッタン島と比することもできる.すなわ

ち,ニューヨーク市マンハッタン区も,東をイースト

川,西をハドソン川,南をニューヨーク湾で囲まれた

マンハッタン島は,面積約60㎢(南北約20km,東西約

4km)で,17世紀以降に開拓が進んだ地域であり,人口

こそ約160万人と開きがあるが,江東低地との類似性

は近いものがある. 

そのなかで,マンハッタンにあって江東低地にな

いものの例としては,セントラルパークがあげられ,

その逆に江東低地にあってマンハッタンにないもの

の例としては,格子状の水路網という見方をするこ

ともできる. 
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私たちは,こうしたマンハッタンとの類似性,相違

性にも着目しつつ,検討を行った. 

  

3.地域の社会的課題(4つの視点) 

 江東低地の特色は,先にも述べたように,水域に囲

まれ,しかもかつては域内に格子状に整備された河

川・運河網があり,300年近くにわたって,それらを

活用した街づくりが行われてきたことである.最近

の100年間において,それらのかなりの部分が失われ,

改変されてきたが,それでもまだ水網の面影を残し,

また水の文化を数多く残している地域でもある. 

 また,こうした大河川の下流部・沖積平野に位置

していることから,土地は低平であり,なおかつ工業

地帯として地下水のくみ上げが盛んにおこなわれた

ことから,急激な地盤沈下が進み,海面以下の土地が

広大に広がっているのもこの地域の特色である. 

 こうした地域的な特性から,この地域の社会的な

課題を整理すると,以下の4つに着目することができ

る. 

①  水災害に対する脆弱性の克服 

 水域に囲まれ,低平な地域であることから,荒川な

どの河川の洪水,東京湾からの高潮や津波などの,水

災害に対してきわめて脆弱な地域である.ひとたび

こうした災害が発生した場合,浸水範囲や浸水深さ

は大きなものとなり,しかも浸水が長期化すること

が予想される. 

②  舟運を活用した交通体系の再整備 

 都心に近接し,千葉方面と都心とを結ぶ地域でも

あることから,道路も鉄道も,東西方向には幹線が整

備されているが,一方で南北方向の交通は必ずしも

充実しておらず,地域内の移動・交流にはやや利便

性が欠けている.また,かつてさかんに利用されてい

た河川舟運であるが,現在ではすっかり利用されな

くなってしまった.しかし,家屋が密集した市街地に

おいて,大規模な水害や震災等が発生した際には,陸

上交通が遮断されてしまう可能性もあるため,そう

した大規模災害時に備えた舟運の利用についても検

討しておくことが必要である. 

③  都市域における水域の効用の再評価 

 江戸時代以降,河川・運河網の整備により発展し

てきた地域でありながら,明治以降,特に昭和の戦後

になって,舟運の衰退とともに「不用河川」の名目

で多くの水域が失われ,道路など他の都市インフラ

の用地に充てられてきた.昭和60年代以降,河川・運

河の埋め立ての動きに歯止めはかかったものの,そ

れでも親水公園化がすすめられたり,現在でも水辺

の遊歩道整備と称して水面の縮小が続いている.こ

のため,都市における水辺が果たしている役割・価

値を再度評価し,その効用を活かした街づくりが望

まれる. 

④  誰もが暮らしやすい水辺を生かした街づくり 

今後,東京都においても人口減少や高齢化の進展

が予測されるなか,江東低地は人口の増加・維持が

予測されている.都心に近い利便性の高さもあり,こ

れからのこの地域においては,「水辺」の特性を生

かし,今まで以上に付加価値を高め,こどもから高齢

者までが幸せに暮らせる街づくりをますます進めて

いく必要がある. 

以上のことから,ここでは「防災」,「交通・物

流」,「水辺ウェルネス」,「新たな水辺の都市生

活」の４つの視点から,江東低地(東京デルタ)にお

ける水網を生かした街づくりを提言した.以下にそ

れぞれの要旨を述べる. 

 

4. 防災の視点からの提言 

(1)テーマ 

災害を受容し共生する社会へ 

 

(2)提言の趣旨 

江東低地は海面下の地域が広がり,河川洪水や高

潮に脆弱な地域であり,大水害に際しては全戸避難

がうたわれている.しかし,江東5区で250万人が安全

に域外に避難するには問題が多い.このため,「破堤

しない堤防」と「逃げない避難」により,災いを受

け流す暮らし方を提案する. 

 

(3)プロジェクトの概要 

荒川の洪水や東京湾の高潮によって,当該地区は2

階以下は水没することも想定される.このため,建物

の高層化を進め,3階以上に避難や備蓄のための共有

スペースを設け,1～2階は駐車場,商業施設,非居住施

設とすることで「逃げない避難」を基本とする.3階

相当は人工地盤による歩行者ネットワークを整備し,

歩車分離のバリアフリーな空間とする.こうした都

市の事例としては,ドイツ・ハンブルク市のハーフ

ェンシティが挙げられる.また,浸水時には船による

アクセスを可能とする.また,高層住宅以外はピロテ

ィ式の低層住宅やフローティングハウスを導入する.

一方,地区を取り巻く,荒川,隅田川の堤防は,里山堤

防(破堤しない堤防)として緑地帯を兼ねたスーパー

堤防を整備する. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 ハーフェンシティ 

出典：Urban Study Vol. 54,2012.06 

 

(4)プロジェクト提案の背景 

江戸川,荒川,隅田川に挟まれた江東5区は,いずれ

も地盤が低く,河川の洪水や東京湾の高潮による浸



 

16 
 

水の恐れが高く,また,ひとたび浸水した場合の面積

の大きさ,浸水の深さ,そして浸水期間の長さはきわ

めて大きなものになると予想されている.今後,スー

パー堤防等のインフラを整備していくとしても,気

候変動に対して,すべての災害をハード的な施設だ

けで防ぐことは不可能であり,浸水した場合の被害

を最小限にとどめることを考えておく必要がある.

また,こうした浸水対策として,域内250万人の人口

は,域外への避難が原則とされているが,膨大な人口

が安全かつスムースに避難するための対策は確立し

ていない.このため,域内で災害をやり過ごすための

対策「逃げない避難」こそが重要になると考える.

浸水被害は決して望ましいことではないが,近代的

な河川改修が行われるまで,江東低地お含む水害常

習地帯においては,水塚や揚げ舟等により,水害をや

り過ごす知恵が継承されていた.住宅の高層化や避

難・備蓄施設の常備化は,まさに現代版水塚である

といえる. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 近代的な水塚(葛飾区) 

 

(5)プロジェクトが期待する効果 

 災害を意識し,災害に対する正しい知識を持った

うえで,それを受容する都市の構造とすることは,災

害に対する強靭な社会の構築につながるものである. 

 

(6)プロジェクトの実現に向けて 

 「逃げない避難」を実現できる民間住宅整備の促

進をはかるため,何よりも「避難しないことのブ

ランド化」をはかることが重要となる. 

 それぞれの住宅に水災害に対する防災機能を確保

するため,容積率緩和や民間一時避難施設制度の

拡充などのインセンティブを付与することを検討

する. 

 災害時において,電気,ガス,水道の供給体制を確保

するため,例えば,災害用井戸,非常用電源などのイ

ンフラ基盤を整備する必要がある. 

 里山堤防,スーパー堤防の整備促進のため,人口縮小

社会を見据えた土地利用のあり方と土地収用制度

を検討する. 

5.交通・物流の視点からの提言 

(1)テーマ 

100年後の江東低地のグランドデザインを実現す

る『3つの流れ』 

(2)提言の趣旨 

厳しい国際社会の競争を勝ち抜くためには,現在

と同様に100年後においてもクリエイティブな人が

集まる地域とすることが必要条件であり,クリエイ

ティブな人間を中心に地域をグランドデザインする

ことが重要である.このグランドデザインの対象と

して,高齢化の進む日本において比較的若い世代が

多く住み,東京都心に近接し,江戸時代から続く水路

網がある江東低地に着目した.ここでは,江東低地に

おいてクリエイティブな人がより良く生活するグラ

ンドデザインを実現するため,今後のインフォメー

ション,モビリティ,エネルギーそれぞれの技術の進

化が人間の能力をどのように拡張していくかを念頭

に,100年後の江東低地における「3つの流れ(人流,

物流,価値流)」の場としての水網復活を提言する. 

 

(3)プロジェクトの概要 

ヒト,モノ,価値の流れとして,例えば以下のような

ものが考えられる. 

表-5 プロジェクト提案(例) 

3 つ

の流

れ 

分 類 
プロジェクト

事例 

事

業

性 

公

共

性 

ヒト 
日常 ﾊﾟｰｿﾅﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨ 〇  

観光・ﾚｼﾞｬｰ ﾊﾟｰｿﾅﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨ 〇  

モノ 
幹線物流 

大 型 船 は 困

難？ 

  

端末物流 ミライ舟運 ◎  

価値 

平常 

時 

生活 

湯船・レスト

ラン船・ｺﾝﾋﾞ

ﾆ船 

◎  

文化・

芸術 

図書館船・ス

テージ船・美

術館船 

◎ ◎ 

災害時 備蓄船  ◎ 

 

① 人流の例  

地上道路よりも空間余裕がありネットワーク網を

形成している江東低地の運河網を利用して,エネル

ギー負荷が小さい電機アシスト「エネルギー」の利

用したもの等,個人が自由に移動する新たな「パー

ソナルモビリティ」の利用を提案する. 

 

② 物流の例：ミライ舟運(端末) 

ヤマト運輸・羽田クロノゲートや佐川急便・江東

区新砂拠点,アマゾン市川FC等の湾岸の拠点から,江

東地域に配達される小口貨物(宅配貨物等)を対象に

考える.倉庫内自動化システムの範囲を拡大し,拠点

に隣接する荷役場から,自動運行小型貨物船(運河航

行可能)に貨物が自動で積込まれ,該当する到着荷役

場で貨物船から倉庫へ自動で移動することを想定す

る. 
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【必要な技術】 

・拠点倉庫と到着側倉庫に併設する荷役場設置と

その自動化 

・自動運行する小型貨物船(低騒音,エネルギー効

率化) 

【期待される効果】 

・夜間無人運行･荷役により水路網空間の有効活

用,深夜労働者問題の緩和,コスト縮減 

・陸上貨物輸送(トラック)の削減 

 

③ 価値流の例  

【コンビニ船】 

日米の自動運転自動車で実現が進む事例を,船で

実現するイメージ. 

【備蓄船】 

・備蓄物資の保管に必要な倉庫面積の確保が難

しい本地域で,平常時は水底に備蓄コンテナを

固定,災害(訓練)時に浮上. 

・自動運転と同様の技術で,自動で拠点に移動す

る.防災船着き場が拠点機能を果たす(陸側に用

地と施設が必要；平常時は民間事業に貸与し

て収益を得る). 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 水中備蓄イメージ 

 

④ 水路網の民営化(水網を活用した収益事業の可能

性) 

・関所・通行料…魅力的な拠点(skytree,TDL,劇場ｽ

ﾃｰｼﾞ，景色・風景，・・)にアクセスする,ショー

トカットでアクセスできる等のルートに設置する.

関所の点でなくルート(線)を指定することも可能

性として考えられる. 

・プロジェクトのうち,事業性◎のものを選択して,

収益性を確保したスキームを検討する. 

・民業が魅力に感じるものに,いかに独占・寡占的

な権限を付与し,インフラ(ハードとは限らず,仕組

みや運営部分を含む)の管理・マネジメントを担

わせる. 

 

(4)プロジェクト提案の背景 

江東低地ならではの付加価値として,以下のもの

があげられる. 

a.空間(水底・水中・水上･上空)が開いていること 

b.水網がネットワークを形成している(つながって

いる) 

c.立地条件が良い(東京の中枢に近い,空港等交通拠

点に近い,テーマリゾートが近い) 

 

(5)プロジェクトが期待する効果 

 都市の持続的発展に水路網が寄与するモデルケー

スとなり世界中で様々な形で水路網を活用,整備

されることを期待. 

 100年後のクリエイティブな人々の生活スタイル

を提案することにより,水路網だけでは無く他の

インフラのあり方も見えてくる. 

 水路を活用した新しいモビリティやレジャーの提

案. 

 江東低地における持続可能な水路網活用が可能な

新エネルギーの提案. 

 水路網を活用した新しい物流システムの提案. 

 

(6)プロジェクトの実現に向けて 

 陸上交通需要の変化の可能性「道も混んでいない

かもしれない」 

 陸上交通網を含めた地域内の交通体系の再編 

 陸上交通とのシームレス化の向上 

 舟運の自動化の推進 

 河川法等との調整 

 舟運事業の採算性向上のための提案 

 船着場,閘門,インクライン,ボートリフト(ex.ファル

カークホイール)等の整備,技術向上,制度調整 

 水路網再構築の整備費用をどこが負担するのか 

 江東低地の災害(地震,津波,高潮)に対する脆弱性 

 クリエイティブな人の100年後の時間概念の変化

をどう予測するか 

 新しいモビリティの開発 

 人口減少・高齢化の進む日本でこのような大プロ

ジェクトが実現可能か 

 

6.水辺ウェルネスの視点からの提言 

(1)テーマ 

水辺をキャンバスにかけがえのない人生を刻むま

ちづくり 

 

(2)提言の趣旨 

【河川・運河の埋め立ての歴史を振り返ると】 

 隅田川,荒川,東京湾に囲まれた江東低地は,江戸時

代以来300年間,河川・運河が縦横に走る水のまち

であった.しかし,それらの河川・運河の多くは,こ

の100年足らずの間に,都市の近代化の名目ととも

に埋立・覆蓋化され失われていった. 

 例えば,イギリスの田園都市の設計者であるアンウ

ィンから,「水辺は市民のライフのリソースだ」

と水辺の大切さ教えられた都市計画家である石川

栄耀は,戦災復興において河川・運河沿いに多く

の緑地を配置する構想を描いたが,当時の経済状

況,瓦礫処理の都合から,運河の埋め立てをせざる

得ない状況になり,水辺の緑地構想は一部隅田川

を除いて実現はできなかった. 

 このように,河川・運河が埋立・覆蓋化された理由

は,舟運の衰退に伴い「不用な存在」とされ,主に,

道路,下水道,公園をはじめとする他の都市インフ

ラの整備の遅れを手っ取り早く河川空間に求めた

ことであった. 
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【都市の河川・運河の人間に対する普遍的な価値の

重要性】 

 都市のなかの河川・運河は,単に舟運のための機能

的な存在であったわけではなく,都市のなかに自

然を呼び込み,人々の心に安らぎを与え,さらには

こどもたちの創造性を育むなど,そこに暮らす人

たちの人生の豊かに彩るためのかけがえのない空

間でもあった. 

【江東低地の人口将来予測】 

 今後わが国が立ち向かう少子化社会,高齢化社会の

なかで,そこに暮らす人々が生きがいを感じ,人生

を心から楽しむために,河川・運河の流れや水辺

空間が果たす役割は大きいものがある. 

 一方で,江東区は人口が維持され,比較的若い世代や

子供が生活することが予測されている. 

【水辺をキャンパスに人生を刻むまちづくり】 

 そこで,江東低地の東京のなかでは比較的かつての

水網が残された地域の特性を活かし,これらを地

域の資源として活用することで,高齢者からこど

もたちまでが生きがいを感じながら,健康で豊か

に暮らせる社会の実現を目指す. 

 

(3)プロジェクトの概要 

6つのプロジェクトを提案 

【下町水辺保健道路構想】 

 原則としてすべての河川・運河沿いに歩行者専用

の緑豊かな遊歩道を整備する. 

 必要に応じてすでに埋立・覆蓋化された区間の再

生を行う. 

 原則としてすべての橋梁には橋詰広場を設置し,水

と緑のネットワークの拠点とする. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 下町保健道路イメージ 

 

【全域水位低下河川化構想】 

 江東低地内の東側河川は,水位低下河川として,常時

の水位を-1.0ｍに維持しているが,それによって,

堤内地と水面が近くなり,親水性が向上している.

また,水位が安定しているため,カヌーなどの水面

利用にも快適な環境を与えている.これについて,

今後西側河川に対しても水位低下河川としての整

備と管理を行う. 

【水辺を軸としたプレイフルインフラ構想】 

 水辺(なかでも自然性の高い水辺)は,こどもの創造

性や解決力を育むことが証明されている.また,仙

田はこどもたちの健全な成育のための「遊環構

造」を提唱している.ここでは,エリア内の水辺空

間,水辺保健道路,親水公園の整備に際して,「遊環

構造」の概念を取り入れたプレイフルインフラの

整備を提案する. 

 水辺には保育園・幼稚園,学校,高齢者施設,図書館,

美術館,病院,区民館などの公共施設を積極的に配

置し,水辺空間自体の保全・活用と合わせ,こども

の発育,フレイル予防等をはじめとする機能の相

乗効果の発現を期待する. 

 なお,水辺で子どもが活動するためには,周囲に大人

の目があることも条件の一つであり,水遊びがで

きる水辺空間・親水公園に隣接して水辺保健道路

を整備することも観点の一つとなる. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 こどもの水辺イメージ 

 

【極上の風景を演出する「橋の都」・「拠点地区」

構想】 

 河川・運河が縦横に走る江東低地内には数多くの

橋梁が存在する.これらの橋梁をただ単に水路を

横断するためだけの施設とするのではなく ,新た

な付加価値を加えることで,水の都らしい極上の

風景を形成するととともに,水網都市ならではの

新たな都市空間として活用をはかる. 

➢ 芸術橋：橋梁上での芸能活動の上演と橋梁か

らの船上芸術の鑑賞の場として活用 

➢ 輸送橋：舟運のための旋回橋を災害時には連

結して水上の避難路として活用 

➢ 防災橋：平常時はシンボリックな公共施設,

災害時は避難場所として活用 

➢ 親水橋：水辺で遊ぶこどもたちを見守り,遊

環構造の一角としてのシンボリックな橋梁 

 橋梁について,例えば「ファルカーク・ホイール」

はシンボリックで機能性,景観性もあり,物流網の

検討のなかで応用できそうである.北十間川にイ

ンクラインや閘門をつくる代わりに使えると面白

く,見た目ほど運転費用もかからないような話も

あり,インパクトが高いので集客が望める可能性

がある.橋の規模感,都市景観との調和などもある

ので,どこにどんな橋を提案していくかは,全体を

みて検討していく必要がある. 

 このほか,拠点的に水辺に公共施設・公共空間を整

備し,水辺という立地条件を生かした美しくシン

こどもの水辺 

拠点地区(公園との一体化) 
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ボリックな風景,まちニハ空間を形成する.こうし

た公共施設・公共空間は,「釜石の奇跡」の江東

低地版として,防災機能を兼ね備えることで,平常

時の賑わいの場が大規模災害時の避難場所などと

しても活用する. 

 

【こどもたちが泳ぎ,江戸前のハゼを食べられる水

質の実現】 

 ダイオキシン対策など抜本的な水質改善方策を実

施し,安全に接することのできる水質の確保を目

指す. 

 現在の合流式下水道については,施設の更新に合わ

せて,すべて分流式下水道化をはかる. 

【都市気候の改善】 

 また,水網及び下町保険道路が形成されることの副

次的な効果ではあるが,エリアのなかに豊かな水

と緑の空間が縦横に存在することで,都市のヒー

トアイランド化の緩和をはかる. 

 

(4)プロジェクト提案の背景 

【水網ネットワークを活かす】 

 江東低地にかつてあった河川・運河もすでに失わ

れたものが多いが,それでも親水公園化されたと

ころも含めて,都内では比較的残されているエリ

アである.また,すでに埋め立てられたところも,再

生の余地がある.さらに江東低地の河川・運河の

特徴は,計画的に格子状に形成されていることで

あり,水路のネットワークとして活用しやすい.こ

のため,残された河川・運河を再整備し,失われた

河川・運河の一部を再生することにより,水のネ

ットワークとして復活し,まちづくりのなかでさ

まざまに活用できる可能性を有している. 

 また,各施設の適正配置し「遊環構造」とすること

で,老若男女の暮らしのステージである「水辺・

水網」ともに暮らす「まち・ニワ」が実現できる. 

【平坦な地形,コントロールしやすい水の特性を活

かす】 

 江東低地はエリア全体が低平で起伏がないことか

ら,こどもや高齢者の歩行や障害者の移動が比較

的容易な地域としての可能性を有している.また,

水面も流れがないため,水位のコントロールが比

較的容易であり,舟運による新たな物流も利用し

やすく,ボート,カヌー,SUPなどの利用としてもさ

らに賑わう可能性を有している. 

【水に囲まれて生きる地域のDNAを活かす】 

 昔から河川・運河の利用が活発であったことから,

水に関わる歴史や文化が豊かに残り,かつては水

上生活者が多く見られた.また,現在でも釣り,屋形

船,ボート・カヌーなどを楽しむ人が多く見られ,

水に囲まれて生きるDNAを色濃く有している. 

【水路網をまちづくりに有効活用し,水害に強いま

ちづくりを目指す】 

 江東低地は元々土地が低い上に,明治以降の地盤沈

下で広大な海面下の土地が生じた.このため,河川

の洪水,高潮に対してきわめて脆弱な地域であり,

ひとたび浸水被害が生じると,被災人口は膨大で

あり,なおかつ長期化する恐れがある.このため,ス

ーパー堤防,防潮水門,水位低下方式などの治水対

策を有効に機能させなければならない地域であり,

さらに被災対策として,舟の活用をはかることも

考えられる.このため,この脆弱性を逆手にとり,江

東低地の水面や水路網をまちづくりのなかに積極

的に有効活用することによって,水災害に強いま

ちづくりの実現をはかることができる. 

 

(5)プロジェクトが期待する効果 

【高齢者をはじめとした人々の健康づくり】 

 高齢者を初めとする人々が水辺を軸とした遊環構

造のなかで積極的にまちを楽しみながら歩くこと

によって生きがいが生まれ,健康寿命が延び,さら

には医療費の削減につながることが期待される. 

【次世代を担う「子どもの育成」】 

 未来を担うこどもたちが水辺を軸とした遊環構造

のなかで育くまれることにより,想像力や解決力

が豊かで自らの力で伸び伸びと生きることのでき

る力が身につく. 

【水辺を軸にした地域の絆 ,「コミュニティの構

築」】 

 水辺を軸にしたまちづくりのなかで,こどもからお

年寄りまでが生きがいを持って暮らし,さらには

協働で水辺空間の維持管理を行うことで ,コミュ

ニティが構築され,防犯や防災意識の向上が期待

される. 

【水と緑の空間配置による都市のヒートアイランド

化の緩和」】 

 エリアのなかに豊かな水と緑の空間が縦横に存在

することで,都市のヒートアイランド化の緩和を

はかることが期待される. 

【「この土地に暮らすことの喜び」の醸成,水網で

繫がる人・まち・文化】 

 日常的に水と接する暮らしが実現することで,歴史

的に培われてきた水を中心とする文化・芸術を継

承・発展させ,地域のアイデンティティを確立す

るとともに,この土地に暮らす喜びが生まれ,人が

集い,交流する賑わいのあるまちづくりを実現す

る. 

 

(6)プロジェクトの実現に向けて 

【下町水辺保健道路構想】 

 エリア内の陸上交通体系の再編 

 河岸地の都市計画上の規定 

 すでに埋立・覆蓋化された河川・運河の再生の技

術的可能性 

【全域水位低下河川化構想】 

 エリア内の高潮対策・治水対策の見直し 

 舟運事業者・船宿等の合意形成 

 エリア内全域の洪水・高潮対策,避難計画等との調

整 

【水辺を軸としたプレイフルインフラ構想】 

 プレイフルインフラの概念の確立 
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 エリア内の公共施設の再配置,都市計画上の調整 

 こどもたちを育成するための水辺+αのインフラ要

素の検討 

 プレイフルインフラによってどんな効果が得られ

るのかの分析 

 

【極上の風景を演出する橋の都構想】 

 橋梁構造等の技術的課題の解決 

 堤内地への水の引き込みなど,河川法,都市計画法上

の調整 

 防災計画上の位置付けの明確化 

【こどもたちが泳ぎ,江戸前のハゼを食べられる水

質の実現】 

 水質改善の技術的課題の解決 

 分流式下水道化の技術的可能性 

【全般】 

 プロジェクトの多面的な評価手法の確立 

 財源の確保 

 

 

7.新たな水辺の都市生活の視点からの提言 

(1)テーマ 

都市と水とをシェアしよう 

 

(2)提言の趣旨 

WG で目指すゴールは,以下の2点である. 

➢  江東低地の付加価値が向上すること, 

➢  向上した結果として,住むこと・時間を過ごす

ことに価値がある場所になること 

水網空間を有する都市の構造的な特徴に加え,将

来人口の伸び・立地,交通アクセス,人やモノ・コト

の流れなど ,江東低地の都市としての潜在的な能

力・ポテンシャルに着目し,誰もが知っている,付加

価値の高い空間へと転換させることで,50 年後,100 

年後も都市として生き残るための,江東低地の都市

としての持続可能性を確保すること目指す. 

 

(3)プロジェクトの概要 

付加価値向上シナリオとして,「住む」「働く」

「訪れる・滞在する」「臨む」「集う・過ごす」の

観点から,以下のプロジェクトを展開する. 

【住む】 

① 主な目的 

自然的価値の向上,居住の快適性への着目,水辺

にふれあう頻度及び滞在時間への配慮 

②  考えるべき主な要素 

眺めがよく,開放感のある水辺整備,災害時の対

応,避難施設,水質管理,清掃活動,水に臨む住宅の

整備,水辺空間の特徴を活用できるイベント・祭

り, 江戸時代の雰囲気を醸出するなど,日常の都市

の圧迫感から解放される工夫,水辺施設の緊急時

における安全管理 

③  水網が生み出す付加価値 

船舶係留が可能な住宅,緊急時の帰宅困難者及

び物資の輸送,ネットショッピングに最適化した

物流,住・レジャー近接 (日常の非日常化) 

④ ブレークスルーすべき課題 

河川空間の引き込み,河川と道路網を利用した

物流システム,マリンレジャー施設の整備と利用

コスト低減,資産や自己の所有・所在に対する考

え方の転換,共有・合意,住宅の流出物に起因する

氾濫発生時の責任の所在 

【働く】 

① 主な目的 

 魅力あるビジネス空間の創出 ,ワークスペー

ス,MICE 施設,水路網に高速通信インフラを整備 

② 考えるべき主な要素 

アクセス性(他の公共交通機関と舟運運行ルー

トの結節),発着場所の立地,テレワークオフィス空

間,会議室,展示場空間の整備,カフェ,レストラン

等の整備,景観の向上,運営事業者,起業支援,施設

利用料の設定,提供サービス(カフェやレストラン

業者の誘致) 

③ 水網が生み出す付加価値 

水面を含む開放感のある水辺空間の創出により

生産性向上,リフレッシュ,新たな出会いの場(シェ

アオフィスや水辺全体のテレワーク空間の提供),

水辺を中心とした空間での職・住近接により子育

てや介護世代も安心して働ける街づくり,水辺の

レストランやカフェのネットワーク化 

④ ブレークスルーすべき課題 

用途地域の問題,河川空間の占用許可の問題,シ

ェアオフィスを提供する企業が参画しやすい制度,

利用料金,水路網に高速通信環境の整備, アクセス

の良さ,水防災対策,家賃の低減,新しい価値を生む

「場」の創出 

【 訪れる・滞在する】 

① 主な目的 

インバウンドで選ばれる観光地の環境創出, 滞

在型観光振興による地域活性化 

② 考えるべき主な要素 

a) 行き交う(交通) 

 国際旅客船ターミナル,羽田空港・東京駅への

基幹交通,船,水陸両用バスのターミナル・マリー

ナ 

b)観る(観光) 

江戸文化を感じられる水辺の食事・販売施設の

連なる横丁空間 

c) 泊まる(宿泊) 

リバービューの宿泊特化型ホテル,富裕層向け

のフローティングホテル(水際の宿場町),運営事業

者,施設利用料,提供サービス,各施設の連携方法,

フレキシブルに対応可能な運航ルート・停泊場利

用ルール,水辺を生かした空間演出 

③ 水網が生み出す付加価値 

舟運と他の交通の接続による利便性向上,レジ

ャーの多様化,水面に映る夜間の光景観による幻

想的・フォトジェニックな景観,水域により周囲

から隔離されることで生まれる心理的な居心地の

良さ・プライベート感,都市的空間における自然
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環境としての生態系サービスの享受・地域らしさ

の創出 

④ ブレークスルーすべき課題 

既存の交通網との接続確保,船の航路,ターミナ

ル・船着場の柔軟な利活用方法のルール化, フロ

ーティング施設整備に関する技術開発・法整備,

災害時の安全確保(店舗や宿泊施設が出店したく

なる,リスク回避が可能な環境整備),水辺を向いた

街並み整備の制度化 

【 臨む】 

① 主な目的 

水辺の眺望を活かした商業施設の進出,水辺と

緑地が一体となった憩いの空間創出,水辺と一体

となった生活景のある住環境の創出,舟運の駅の

観光地化,駅ビルと駅・公園の複合化による収益

拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 サンアントニオ(アメリカ) 

 

② 考えるべき主な要素 

水辺空間の構造(水辺の土地利用・建物の高さ

制限, 公共空間・住空間・商業空間の配置),舟運

の駅として適切な場所,駅の整備, 駅ビルの整備,

公園の整備, 景観法・景観地区の制定,商業施設の

誘導方策, 駅ビル・公園の運営事業者・運営手法, 

収益施設の選定 

③ 水網が生み出す付加価値 

本地域の付加価値は「水辺」ではなく ,「水

網」(河川・水路が密な「水網」を望むことが可

能な街というのは限られている).単に「河川を望

む」という価値以上の付加価値 

④ ブレークスルーすべき課題 

水辺の建築制限,水辺のオープンスペースの確

保策(水上の混雑は景観を阻害) 

【集う・過ごす】 

① 主な目的 

高齢者の外出・交流機会創出,買い物難民解消,

健康増進,健康寿命延伸による医療費抑制,公共施

設と収益施設の複合化による利用者確保,収益拡

大 

② 考えるべき主な要素 

導入可能な施設及び規模, 運航ルート,発着場所, 

運営事業者,提供サービス,コンテンツ,利用料,運

営コスト 

③  水網が生み出す付加価値 

学びに着目した価値流の創出,アクセシビリテ

ィについての問題・課題,バリアの排除 

④ ブレークスルーすべき課題 

価値を乗せるモビリティ(船舶・潜水)艦の開発,

定時性,シンボル性の確保,追加の費用負担 

(4)プロジェクト提案の背景 

江東低地の活用すべき付加価値は大きくは以下の 

3 点であると考える.特に2・3 点目は,都市における

水網だからこその付加価値といえる. 

① 水辺・水面があること 

これ単独では他都市等との差別化は図れないが,

プロジェクトの前提となる魅力・機能であり,江東

低地ならではの付加価値となる. 

 水のある景観・風景を活かした付加価値向上 

 住宅,商業施設等を整備するにしても,景観が優れて

いることは資産価値,付加価値に直結 

 水辺・水面があることによる憩い,安らぎ,心の落ち

着き等の効用 

 水面を含む開放感のある水辺空間の創出により生

産性向上,リフレッシュ,新たな出会いの場創出 

 水域により周囲から隔離されることで生まれる心

理的な居心地の良さ・プライベート感 

② つながっている・回遊できること 

海や大規模河川にはない,水網の魅力・付加価値

である.つながっていること・回遊できることで,流

れに乗る・モノを動かす・移り変わりがある等の機

能・効果が得られる. 

 水網を介した空間のネットワーク化 

③  人や生活と近い・身近であること 

遠くにあって眺める対象ではなく,日常生活と一

体となった存在である.日々の移動において,自宅か

ら,オフィスから,日常的に視野に入る視対象であり,

時には脅威の対象としても身近な存在である. 

 日常の非日常化 

 都市的空間における自然環境としての生態系サー

ビスの享受・地域らしさの創出 

 

(5)プロジェクトが期待する効果 

プロジェクトの実現により江東低地の付加価値の

向上が進むとともに,これまで未活用だった水網空

間の活用により,新しい価値が生まれることを期待

する. 

 都市,空間の可用性・有効性の向上 

 水網空間を都市内で活用・シェアすることで新し

い価値,今まで認識していなかった価値がうまれ

る 

➢  QOL の向上 

➢  資産価値の向上 

➢  地域への愛着・ロイヤルティの向上→地域が

良くなる,都市間競争に勝つ 

➢ 過度な高密度化,混雑・緊張感の解消,ゆとりの

創出 

 こうした新たな市場,資源,消費の開拓による地域経
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済の活性化(イノベーション) 

 上記を通じた江東低地,江東区,ひいては東京,日本

のプレゼンス向上 

 

(6)プロジェクトの実現に向けて 

プロジェクトを誰が・どうやって実施するかとい

う点について,事業スキームを検討する必要がある. 

面的な開発,防災対策,都市計画の特例や景観に関

する制限等の適用に当たっては,プロジェクト単位

の取り組みによる効果は限定的なものとなるため,

エリア全体でのパッケージ化した取り組みに展開す

ることが必要となる. 

今回検討対象としている江東低地を事業対象エリ

アととらえると,対象となる事業,関連するプレイヤ

ー等は以下の通りとなる. 

対象エリアとしての広がりを考慮すると,江東区

が事業主体となることが考えらえるが,事業領域が

広範であること,大規模な資金調達が必要になるこ

と,時機をとらえた機動力が求められること等から,

民間事業者が資金調達を行い,公共との契約・認定

等に基づき,計画・設計・建設・維持管理・運営等

を行うスキームを検討する. 

現在のスキームでも,都市計画提案制度,都市再生

安全確保計画,地域再生エリアマネジメント負担金

制度,PPP/PFI,公共施設等運営権事業等を複合的に

適用・導入する場合にあっては,部分的な適用は可

能になると考えるが,各事業・制度間の横断的な連

携や,民間によるマネジメントを含む公共施設運営

については,限定的な実施に留まると考えられる.具

体的にどのような事業・制度が活用できれば事業ス

キームとして実現可能か,どこまでを公共事業とし

て実施すべきか,また個々のプロジェクトの事業ス

キームについては,今後の検討となる. 

【対象事業(想定)】 

 個々のプロジェクト 

 都市計画(地区計画等含む)の提案,変更等の適用 

 景観形成に係るルール・制限の策定・適用 

 都市安全確保計画等の策定・適用 

 公共施設の運営・維持管理及びマネジメント 

 民間開発事業,都市再開発事業 等 

【関連するプレイヤー】 

 地方自治体(東京都,江東区,必要に応じ隣接する区) 

 国(国土交通省,総務省,その他) 

 住民,自治会,マンション管理組合・不動産所有者,

地元事業者(飲食・小売業,サービス業,不動産賃

貸・テナント等含む) 

 インフラ事業者(交通,電気,ガス,水道,その他) 

 開発事業者等(不動産,デベロッパー,ゼネコン,商業

事業者,その他) 

 エリアマネジメント・BID 組織 

 来訪者,観光客 

 その他(投資家,金融機関,その他) 

【想定する事業スキーム】 

民間事業者が公共施設の運営等とあわせ,民間開

発事業を効率的・効果的に実施し,あわせて行うエ

リアマネジメント活動等によりまちの価値向上を図

るスキームを想定する. 

エリアマネジメント活動に充てる資金については,

公共施設の運営等による収益を充てるほか,受益者

の適切な設定のもと,まちの価値向上というメリッ

トを享受する事業者等から負担金を徴取する. 

水網というこれまで未活用であった空間・資源を

利用するに当たっては,まち・都市の付加価値向上

という共有の目標を実現するという観点から,公共

施設の運営等とバンドリングすることで都市計画や

土地利用,河川利用等の高度化・迅速化が図られる

とともに,今までなかった価値が生まれたことに起

因する諸課題についても研究・解決が進むものと考

える. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 民間事業者によるまちの価値向上スキーム例 

 

8.東京デルタ水網都市構想 

以上の各提言に関する検討はまだ途中段階ではあ

るが,そのエッセンスをとりまとめて,11 月に土木学

会が実施した初のデザインコンペ「22 世紀の国づ

くりーありたい姿と未来へのタスク」Ｂ部門(22 世

紀の国づくりのためのアイディア)に「東京デルタ

水網都市構想」として応募した.その結果,12 月 21

日に優秀賞を受賞した.以下,その応募内容を示す. 

 

(1) テーマ 

東京デルタ水網都市構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 東京デルタ水網都市構想 
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(2) 提案の趣旨 

 荒川と隅田川にはさまれ,江戸時代に整備された

河川・運河網が比較的残る江東低地(江東区,墨田区)

において,かつての水網を復活することで,100 年後

の魅力あふれる街のグランドデザインを実現する. 

 

(3) 提案の概要 

 ここでは,具体的なプロジェクトとして,以下の 4

つを提案した. 

① 水害に強い未来の水屋 

江東低地に多いマンション群を,現代版「水屋」

として位置付け,洪水や高潮による浸水時において

は周辺住民の避難場所として機能するようにする.

複数のマンション群が人工地盤でつながれ,浸水時

には舟で人工地盤から人の乗り降りや物の運搬がで

きる構造とする.人工地盤に設置した船着場の高さ

は可変式にして,さまざまな水位に対応できる.マン

ションの基本的な構造は,例えば１階はピロティ式,

２階は非居住スペース,３階以上は住宅として,とこ

ろどころの階に備蓄倉庫や避難場所を設置する. 

 

【キーワード】 

水害時の避難場所・備蓄倉庫であった水屋・水塚建

築のコンセプトを継承,あえて「逃げない避難」,災

害を受け流す,浸水リスクを許容するゆとりの暮ら

し,舟の活用.コミュニティを有機的につなぐ階層式

バリアフリー社会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 水害に強い未来の水屋 

(Super Evacuation Complex) 

 

② 極上の風景を演出する橋の都 

江東低地は河川・運河が多いことから,必然的に

橋の数も多くなる.これらの橋を単に渡るだけのも

のではなく,日常的には人々で賑わう交流の場,浸水

時には避難場所ともなる防災の場として活用する.

外見のイメージはイタリアのポンテベッキオ橋で,

建物と橋が一帯となった屋根付橋の構造.公園内を

流れる大横川の上に架かるこの橋は,大規模災害時

に避難場所ともなるため,河川の規模に比して丈夫

で大きな橋となっている.建物の両側は人が歩ける

オープン通路になっていて,中央の建物には商店,カ

フェ,公共施設などが並ぶ.橋の中央からは演劇かコ

ンサートの出来る舞台(ステージ)が水面近くまで降

りていき,舟からそれを鑑賞することができる. 

 

【キーワード】 

舟から鑑賞する「橋一体型水上劇場」,水網の街は

橋の街,渡るだけではない橋の魅力,江戸のような社

交場としての橋詰,橋は人々の交流の場,水網をつな

ぐ橋,災害時に避難場所になる橋,人々を見守る橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 極上の風景を演出する橋の都 

(Aesthetic Bridge) 

 

③ こどもを育む水辺健康緑道 

原則として江東低地のすべての河川・運河沿いに

は緑豊かな歩行空間を整備する.この歩行空間は,自

動車交通を排除し,高齢者からこどもまでが安心し

てウォーキング,ランニング,サイクリングを楽しめ

る緑豊かな空間であり,都市(居住・就労空間,私的空

間)と水辺(自然空間 ,公的空間)をつなぐ「まちニ

ハ」として機能している.また,この歩行者空間には

ベンチ,トイレ,手洗い場などの利便施設が完備して

いるほか,例えばタイムラップセンサーが整備され,

歩行もしくはランニングのラップ管理が行えること

により,達成感や継続性を確保し,健康年齢維持をは

かることができる.この歩行空間に沿って,こどもが

自由に遊べる空間であるプレイフルリバーフロント

が点在する.この空間は,起伏,循環,変化のある遊環

構造を備えており,高齢者からこどもまで,多世代が

交流出来る街のスポット空間として存在する.また,

この区間の水辺は蛇行,瀬・淵構造,よどみなどのあ

る変化に富んで流れている. 

 

【キーワード】 

河川・運河沿いの緑豊かな歩行空間,都市と水辺を

つなぐ半公半私の「まちニハ」空間,サードプレイ

ス,こどもを育む街のインフラ構造,全ての世代の健

康増進,タイム計測アプリ連動,健康年齢向上,フレイ

ル予防 
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図-8 こどもを育む水辺健康緑道 

(Playfull Infra) 

 

④ 水に浮かぶ都市 

河川・運河沿いのところどころに広大な水面を有

する空間を創出する.河川に隣接した広大な水面は,

かつて,この地域に存在していた「木場」のイメー

ジ.この水面のなかに高層マンションや住宅が点在

している.高層マンションは 1 階から舟で直接出入

りすることが可能な構造となっており,江東低地の

河川・水路網を活用してや物の移動に日常的に舟が

活躍している.これらの舟は,大規模災害時には避難

や救援物資の輸送に利用される.また,河川・水路網

にはコンビニ船,図書館船,カフェ船,レストラン船な

ど,多様な船が行き交い,水に浮かぶ都市の住民に各

種のサービスを提供する.こうした高層マンション

の周囲には,一戸建てタイプのフローティングハウ

スも点在し,高級住宅として高い人気を誇っている.

フローティングハウスは,水に浮かぶ構造であるた

め,洪水時にも浸水せず,移動することも可能である.

フローティングハウスの住民はマイカーの代わりに

マイボートを有し,地域内の河川・運河を自由に移

動している. 

 

【キーワード】 

広大な水面を有する空間の創出,フローティングハ

ウス,格子状に発達し地域を循環する河川・運河網

を活用した舟運,必要なものは向こうからやってく

る「サービスを運ぶ船」,水害に脆弱な地域の特性

を逆手にとった暮らし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 水に浮かぶ都市 

(Water Floating City) 

 

9．おわりに 

本研究は,かつて水の都であった東京において,特

に明治維新後の都市の近代化の過程で失われてしま

った河川・水辺空間の復活・再生と関連するイノベ

ーションを推進することにより,街の賑わいや高齢

者やこどもたちにとっての暮らしやすさなどを考慮

した将来の街づくりを提案し,地域の新たな価値・

魅力を創造していこうとする試みである.本論では,

研究の 2 年度目として,防災,交通・物流,水辺ウェル

ネス,新たな水辺の都市生活の観点から具体的なプ

ロジェクトを検討したものであり,それらを中間的

にとりまとめて「東京デルタ水網都市構想」として

提案した. 

ここで提案したプロジェクトについては,技術的,

制度的な検討を十分に加えたものではなく,また,予

算的な裏付けや地域の意志等を反映したものでもな

い.また,各プロジェクト間の整合性についても今後

の課題としている.次年度においては,これらをさら

に検討し,ある程度根拠付けを行いながら,地域に提

案できるレベルまで具体化し,最終的には社会に提

言として公表することを予定している. 
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Proposal of Tokyo Delta Water-Network City Concept 

Study on Revival of Water Network in Tokyo 

Water network revival research group 

Tatsushi KIMURA and Kanako MIYA 

 

This study is based on the necessity, possibility, realization measures of rivers and 

canals that have already been reclaimed in Tokyo, and the related measures, while 

making use of the knowledge and experience of the tour of the land, conducted by the 

National Institute for Land and Culture. The purpose of this project is to study the 

contribution to regional development in the future, such as revitalization of the 

surrounding area and tourism development, and to carry out for the purpose of making 

recommendations to the area. Koto lowland located in the area (Koto ward, Sumida 

ward) as the field, the current situation and solution of the region from four perspectives 

of “disaster prevention”, “traffic / distribution”, “waterside wellness” and “city life of 

the new waterside” Based on the social issues to be achieved, technical and institutional 

bottlenecks for realization, the proposal of regional development was examined, and the 

"Tokyo Delta Water-Network City Concept" was compiled as an intermediate result.  
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スマートモビリティの導入による 

地方のモビリティ確保に関する研究 
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（〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-1） 

E-mail: yoon@ctie.co.jp 

 

人口減少・少子高齢化が進む中，地方部においては公共交通の空白・不便，路線バスの廃止・減便など

による更なる公共交通サービス水準の低下，高齢者による交通事故，運転手の不足など，地域公共交通の

確保が大きな課題となっている．一方，近年 ICT などの活用によるカーシェアやライドシェアの普及が注

目されており，さらに自動運転や MaaS の普及によりモビリティ市場は大きく変化することが予想される

など，シームレスに移動できるスマートモビリティの時代が到来している． 

本研究では，地方部におけるモビリティの確保のため，地方部へのスマートモビリティの適用を検討し

た．検討においては，DRT やライドシェア，カーシェア，自動運転，MaaS の 5 つのスマートモビリティ

について，その動向や地方部への適用の課題を検討した．その結果，地方部においては先進的な DRT の

導入を検討すべきであることを示した．さらに，地方部において先進的な DRT を導入する際に考慮すべ

き点などについて提案を行った． 

 

     Key Words: smart mobility, DRT, car-share, ride-share, autonomous driving, MaaS 

 

 

1. はじめに 

 

国立社会保障・人口問題研究所の将来人口の推計結果

によると，2025年65歳以上の高齢者は約3千7百万人と

して全人口の約 3割，免許証の更新の際に認知機能検査

が義務化される75歳以上の高齢者は約2千2百万人とし

て全人口の約 2 割，2025 年以後はさらに 65 歳以上及び

75歳以上の高齢化率が増加すると予想されている． 

平成 27 年全国都市交通特性調査によると，高齢者の

外出の目的として買物や通院，食事等の私事目的の活動

が中心となっており，特に買物の比重が一番高い結果で

あった． 

2018 年 5 月，神奈川県茅ケ崎市の国道で 90 代女性が

運転する乗用車が歩道に突っ込み，歩行者 6人を次々と

はね，このうち 1 人が死亡，2 人が重傷となる交通事故

が発生するなど，近年高齢運転者による交通事故が相次

いている．2017 年における運転免許 10 万人当たりの死

亡事故件数を見ると，75 歳未満の運転者の 3.7件に対し

て，75歳以上の運転者は 7.7件として約 2倍を示してお

り 1），75歳未満の運転者に比べて 75歳以上の運転者が

死亡事故を起こしやすく，75 歳以上の運転者により 459

件／年の死亡事故，即ち，1日平均1.3件の死亡事故が起

こされている 2）． 

60 歳以上の高齢者が買物に行く際の交通手段を都市

規模別にみると，図-1に示すように，大都市と比べて公

共交通機関のサービス水準が低い地方においては自分で

自動車等を運転する割合が非常に高い 3）． 

また，山梨県の調査においては4），75歳以上でも買物

の際に約 6割，通院の際には約 5割の方が自分で運転す

ると答えている． 

内閣府により 2016年 12月に実施された公共交通に関

する世論調査によると，70 歳以上の高齢者は自動車な

どを利用する理由として，自動車の利便性以外に，「駅

 

図-1 買い物に行く際の交通手段：都市規模別(60歳以上) 
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やバス停が遠いから」「利用できる鉄道やバスが地域に

ないから」「鉄道やバスの運行本数が少ないから」など、

公共交通の空白や不便さを理由として挙げており，特に

大都市と比べて地方において公共交通の空白や不便さに

対する不満が高くなっている． 

内閣府により 2016年 12月に実施された公共交通に関

する世論調査によると，70 歳以上の高齢者は自動車な

どを利用する理由として，自動車の利便性以外に，「駅

やバス停が遠いから」「利用できる鉄道やバスが地域に

ないから」「鉄道やバスの運行本数が少ないから」など、

公共交通の空白や不便さを理由として挙げており，特に

大都市と比べて地方において公共交通の空白や不便さに

対する不満が高くなっている． 

このような状況にもかかわらず，地方においてはバス

の輸送人員の減少に歯止めがかからない状況であり，一

般路線バスの路線廃止も続いている状況である．また，

地域鉄道も平成 12年以後全国で 40路線の約 880kmの鉄

軌道が廃止されている． 

今後，通勤・通学などの主な公共交通利用者である生

産年齢人口の減少により公共交通の経営を圧迫する恐れ

があり，公共交通のサービス水準は，さらに悪化される

可能性がある． 

また，運転士不足も深刻な状況であり，西日本鉄道の

バス会社が人手不足により2018年3月から減便を行うな

ど，運転手不足による路線バスの減便や廃止の動きも相

次いでいる． 

一方，近年 ICTの活用によるカーシェアやライドシェ

アの普及が注目されており，さらに自動運転や MaaS

（Mobility as a Service）の普及によりモビリティ市場は大

きく変化することが予想されるなど，自動運転や ICTを

用いてシームレスに移動できるスマートモビリティの時

代が到来している． 

本研究においては，上記において示した交通課題及び

スマートモビリティ時代の到来といった時代背景に基づ

いて，既往のスマートモビリティに関する研究を考察し，

地方モビリティ確保に向けて，地方部においてスマート

モビリティを適用する際の課題を検討する．さらに，ス

マートモビリティを用いた地方モビリティの確保策につ

いて提案を行う． 

 

 

2. スマートモビリティの概念 

 

スマートモビリティに関しては，多くいわれているが，

その概念はまだ明確には定着されていない状況である． 

これに対して，Jeekel5）は，TRB（Transport Research 

Board USA）や世界銀行，トヨタなどの 14 の WEB サイ

トの検索により，スマートモビリティの範囲について検

討し，その範囲を「Electric Mobility や自動運転などの自

動車関連技術」，「Intelligent Transport Systems」，「リア

ルタイム乗客情報やパーソナライズ旅行情報，ビッグデ

ータ解析などのデータ」，「カーシェアやライドシェア、

オンデマンド交通サービス、モビリティモードの統合な

どの新しいモビリティサービス」として定義している． 

Docherty et al6）は，スマートモビリティへの移行と関連

して，公共の価値の強化及び保障について検討を行って

おり，その中でスマートモビリティの動向及び特徴とし

て，「所有（ownership）から利用（usership）への移行」，

「新しい交通ビジネスモデルへの移行」，「交通モード

中心から利用者中心への移行」，「市民の役割の変化

（例えば、ライドシェア）」を挙げている． 

2018年 2月にサンフランシスコで開かれたSmart Mobil-

ity Conference7）では，スマートモビリティのキーテーマ

として，「シームレスな交通サービス（seamless 

travel）」，「いつもリアルタイムで利用可能な交通情報

（connected travellers）」，「効率的な統合モビリティサ

ービス（efficient journeys）」，「効率的かつ正確なデー

タの取得（enhanced multi-modal transportation planning）」，

「交通安全（people safety）」の 5 つの項目を示している． 

本研究では，上記において示した既存研究成果を踏ま

え，スマートモビリティを以下のように定義する． 

【スマートモビリティの定義】 

交通利用者がより安全で便利に移動できるよう（又は，

交通サービスが利用できるよう），自動運転や ICTを用

いて，交通システムをよりインテリジェントで，柔軟か

つ利用者中心にするモビリティシステム及びその交通手

段． 

そして，上記の定義に基づいて，本研究ではスマート

モビリティとして，以下の 5つのモビリティを検討する． 

・DRT（Demand Responsive Transport） 

・ライドシェア 

・カーシェア 

・自動運転 

・MaaS（Mobility as a Service） 

 

 

3. スマートモビリティの動向と課題 

 

本章では，上記において示した 5つのモビリティに対

して，その動向や地方部に適用する際の課題などについ

て検討を行う． 

 

(1) カーシェア 

a) カーシェアの動向 

カーシェアとは，1 台の自動車を複数の会員が共同で

利用する自動車の利用形態である． 
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Alessandrini et al8）及びCenter for Automotive Research9）が示

しているように，近年カーシェアの市場は世界的にも急

成長しており，今後も大きく成長することが予測されて

いる．国内においてもカーシェア市場は急成長を見せて

おり，図-2 に示すように，会員数は 10 年前と比べて約

400倍，5年前と比べては約 5倍の増加を見せている． 

カーシェアの成長と理由としては，以下の点があげら

れる． 

①車の所有の非効率性 

・Alessandrini et al8）及び示しているように，車の所有者に

おける車の実利用時間は非常に少なく殆ど駐車されて

いる時間が多いため，車の所有が非常に非効率的にな

っている（シアトルの場合，ピーク時においても

11％以下のみ利用）．また，シェアにより，車両の保

守，保険，及び車両所有に関連する他の費用の負担か

らも解放される． 

②カーシェア利用の利便性の向上 

・カーシェアはスマートフォンなどのインターネットに

よる柔軟な予約と IC カードによる個別認証管理によ

り，非常に使いやすくなった． 

・必要な時期に必要な時間だけ利用でき，買い物などに

も手軽く利用できるようになった． 

・タイムズカー24 株式会社が 2018 年 6 月にタイムズカ

ープラス個人会員を対象として行った「タイムズカー

プラスに入会したきっかけ」に対するアンケート調査

結果（有効回答者数 12,616名）によると，「近くにカ

ーシェアステーションができた（あった）」のが

49％として一番大きな要因となっており，また，図-4

に示すように，ステーション数と会員数は比例関係に

ある．すなわち，利用できる交通手段が身近にあり便

利に利用できることが利用者の増加につながったと考

えられる． 

③カーシェアに対する価値観の変化 

・自分で車を所有することに対する価値の低下とシェア

リングの価値の増加 

 

b) カーシェアの課題 

カーシェアは，ステーションの近くに一定数の会員が

いる必要がある．例えば，タイムズ 24 株式会社へのヒ

アリング調査結果，カーシェア利用者とステーションと

の距離は，主に 400m 以内である．そのため，カーシェ

アは基本的に人口が密集している都市部を対象として展

開されている．過疎化及び高齢化が進んでいる地方部に

おいては，殆どステーションがなく，今後もカーシェア

が地方部において展開されることは考えにくい． 

また、カーシェアは基本的に車の利用者が自ら運転し

なければならない．そのため，高齢者率が高くさらに高

齢化が進んでいる地方部においては高齢者の運転適応能

力の低下及び運転への不安などを考慮すると地方部にお

いてカーシェアは適していないと考える．  

地方においては，高齢者などの交通弱者を考慮し，自

分で運転する必要もなく，身近にあり，便利に利用でき

る交通手段が必要であると考える． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団HP10） 

図-2 国内におけるカーシェアの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：タイムズ24株式会社提供資料 

図-3 タイムズカープラスに入会したきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：タイムズ24株式会社提供資料 

図-4 タイムズカープラスの事例「ステーション数と会員数の

変化」 
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(2) ライドシェア 

a) ライドシェアの動向 

ライドシェアは，スマートフォンや ICTを活用し，移

動ニーズのある利用者とドライバーをマッチングさせる

サービスであり，代表的なのがUberである． 

ライドシェア企業は，過去に例を見ないスピードで成

長しており，Uber の場合，創業からわずか 5 年半で

Honda, GM,Fordを追い越している 11）． 

国土交通省国土交通政策研究所 12）は，「運輸分野に

おける個人の財・サービスの仲介ビジネスに係る国際的

な動向・問題点等に関する調査研究」において，ライド

シェアを営利型ライドシェアと非営利型ライドシェアと

分類し，その動向や規制，影響などについて紹介してい

る． 

 

b) ライドシェアの課題 

ライドシェアは，道路運送法第 6条の一般旅客自動車

運送事業の許可基準，第 23条の運行管理者，第 78条の

有償輸送（自家用自家用車は - - - ，有償で運送の用に供

してはならない）などの道路運送法に基づく開業規制，

また、道路交通法第 86 条の第 2 種免許の運転手に対す

る規制により，国内では基本的に禁止されている． 

一方，道路運送法第 78 条第 2 項及び道路運送法施行

規則第49条第1項第2号に定める「公共交通空白地有償

運送」により，京都府京丹後市丹後町と北海道中頓別町

ではUBERアプリを使って地元の住民ドライバーがマイ

カーによるライドシェアを行っている． 

以下では，京都府京丹後市丹後町におけるUBERアプ

リを使ったライドシェアの取組（ささえ合い交通）につ

いて運行主体である NPO 法人「頑張る！ふるさと丹後

町」を対象としてヒアリング調査した内容を表-1に示す． 

通達「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対

価の扱いについて」においては，「公共交通空白地有償

運送に係る対価の基準」として，営利を目的としている

と認められない妥当な範囲内で，運送の対価は，当該地

域におけるタクシーの上限運賃の概ね 1/2 の範囲内であ

ることとして示されている．京丹後市地域公共交通会議

では上記の基準を踏まえて，表-1に示しているように，

料金を概ねタクシー料金の半額として設定している． 

一方，同じく丹後町内で運行されている事前予約制・

定路線の市営デマンドバス（NPO 法人「頑張る！ふる

さと丹後町」が委託運行）の場合，隔日運行しているも

のの 100円～200円の低運賃として設定されている． 

そのため，ライドシェアとデマンドバスの主な利用者

である高齢者の多くはデマンドバスを利用しており，ラ

イドシェアの利用は少ない状況である． 

NPO 法人「頑張る！ふるさと丹後町」も課題として

「運賃の高さ感の緩和」を指摘しているように，地方に

おいて高齢者の移動の自由度を向上させ，高齢者の生活

の質の向上，また地域活性化につなげるためには，やは

り料金面においても手軽く利用できる手段が必要である． 

 

(3) DRT 

a) DRTの動向 

DRT（Demand Responsive Transport：需要応答型交通シス

テム）は，路線バスとタクシーの中間的な位置にある交

通機関として国内で一般的に「デマンド交通」として呼

ばれており，主に予約により運行する方式で，運行ダイ

ヤ，発着地（OD），路線の自由度の組み合わせにより，

多様な運行形態が存在する 13）． 

国内のデマンド交通については，国土交通省の地域公

共交通活性化事例 14）において示されているように，主

に交通不便地域で運行がなされており，北海道ニセコ町

の「にこっとBUS」，山形県三川町の「デマンドタクシ

ーでんでん号」などのように door to doorサービスがなさ

れている場合や所定のバス停などで乗降するサービスが

ある． 

一方，海外においては，地方部の交通不便地域だけで

はなく，都心部においても IT 技術などを活用した先進

的な DRT が運行されており，VIA，BRIDJ，Liftango，

Chariotなどが代表的である．これらは都市部において面

的に広がっている交通需要に対して、同方向に向かう複

数の乗客を瞬時に結びつけることで、シームレスな移動

サービスを提供する．タクシーよりは遥かに安い料金で、

バスよりは遥かに高品質のサービスとして人気を集めて

いる．Frost & Sullivan15）は，2017 年において 28億ドルだ

ったDRTのグローバル市場規模は，2030年には 5,516億

ドルまで増加すると予測している． 

 

b) DRTの課題 

国土交通省の地域公共交通活性化事例 14）に基づき，

デマンド交通の課題についてまとめ，以下に示す． 

表-1 ささえ合い交通の運行概要 

運行 

主体 

NPO法人「頑張る！ふるさと丹後町」 

運行 

区域 

乗車は丹後町のみ（町外からは乗車不可）， 

降車は京丹後市全域（市街は不可） 

配車 

方法 

スマートフォンで UBER のアプリを使って配車（事

前予約は不可）．ただし，スマートフォンを持た

ない利用者には，電話受け付けし，代理人が配車 

料金 最初の 1.5kmまで 480円，以遠は 120円/kmを加算

（概ねタクシー料金の半額） 

支払 

方法 

クレジットカード決済 

（2016年 12月21日からは現金支払いも可能） 

運行 

時間 

8時～20時（365日，運休日なし） 
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① 定路線型からDoor to Doorへの要求 

・1章でも示したように，70歳以上の高齢者が自動車な

どを利用する理由として，「駅やバス停が遠いから」

を一つの要因としてあげており，国土交通省において

も公共交通空白地域をバス停及び鉄道駅からの距離と

して定義しているように，公共交通の利便性を決める

要因として大事なのがファーストマイル（自宅からバ

ス停・駅まで）であり，ファーストマイルに心理的・

肉体的な負担を感じると，当然，自動運転だとしても

使い勝手は悪くなり，自家用車を利用することとなる．

移動の入口であるファーストマイルに対するニーズに

応じたDoor to Doorのサービスが必要である． 

・Door to Doorサービス化することにより乗車時間（移動

距離）の大幅な増加及び運行の効率性悪化を懸念 

・Door to Doorに対応するためには，送迎の順番や運行経

路、到着時間など，細かい運行計画が必要であるため

利便性の低い路線固定型により対応 

②事前予約制からリアルタイム対応への要求 

・送迎の順番や運行経路，到着時間などについて，リア

ルタイムで対応できないケースが多い 

・事前予約制の場合，予約のキャンセルも多く発生 

③利用者の要求に応じた効率的な運営 

・現在は電話での対応が殆どである 

・技術的な能力の制約もあり，利用者増などに伴う配車

や運行計画などの効率的な運営も課題 

④運転手の負担軽減 

・細かい運行計画については，送迎の順番や運行経路，

到着時間などについてナビゲーションなどで指示を出

さず，熟練した運転手が判断して運行するケースも多

く，運行のシステム化及び最適化がなされていない 

・運転手の確保も厳しくなっている 

⑤運行エリアの拡大 

⑥「土日祝日の運行」・「夕方以降（夜間）の運行」な

ど，運行日時に関する要望も多い． 

 

(4) 自動運転 

a) 自動運転の動向 

最近，自動運転については，毎日のようにその技術開

発状況やビジネスの動向，法律及び制度的課題などが報

道されており，昨今の社会問題及び交通問題を解決する

扉としても自動運転への期待は大きい． 

官民 ITS構想・ロードマップ201816）によると，自動運

転車の実用化により目指すべき社会を以下のように示し

ている． 

【ITS・自動運転により目指す社会】 

・交通事故の削減や渋滞緩和等による，より安全かつ円

滑な道路交通社会の実現 

・きめ細かな移動サービスを提供する，新しいモビリテ

ィ―サービス産業を創出 

・自動運転車による日本の地方再生 

・世界的な自動運転車の開発競争に勝ち，日本の自動車

産業が，引き続き世界一を維持 

 

上記に示した社会像の達成に向けて，国内においても

2016 年度から 2017 年度前半にかけての実証実験におけ

る安全基準や交通ルールの整備により，国内各地でも自

動運転の実証実験が実施されてきている．さらに，2021

年からは，本格的に自動運転の市場展開・サービス展

開・更なる高度化を目指している 16）．Litman17）は，2060

年代には自動運転車が市場を完全に支配すると予測して

いる． 

 

b) 自動運転の課題 

自動運転については，多くの方が交通及び社会的観点

から自動運転の必要性及び効果を予想している． 

津川 18）は，安全性（事故の原因の 90％以上を占める

ヒューマンエラーの排除など）や運転負荷の低減，ドラ

イバーの急病・急死時の 2次事故回避，移動困難者の移

動手段などの観点から自動運転の必要性と効果を主張し

ている．太田 19）は，道路や駐車場といった交通インフ

ラについて，自動運転車が電動 EV として小型車両の使

用，走行時の安全車間距離の短縮，自動駐車機能などに

よる空間利用の効率性から既存施設の容量の大幅改善や

必要施設料の削減になろうと予測している．また，住宅

地や都市の形態を変えていくであろうと主張している．

坂井ら 20）は，自動運転のインパクトを，人流・パーソ

ナルカー（自家用車），人流・サービスカー（バス，ラ

イドシェアを含む），物流・サービスカー（トラック）

の 3つに分類し，整理している．また，自動車産業への

インパクトとして，自動運転車は，購入費の高さ，維持

管理・点検の高い技術力の確保などの課題から，普及初

期段階は公共交通及びシェアリングサービスに活用され

る場面が多いと考えられ，自動運転車の普及はシェアリ

ングサービス市場の拡大と連動すると主張している．牧

野 21）は，自動運転による移動機会の増大は地域活力の

維持につながることになると主張している． 

一方，自動運転の実現化に向けては，技術上・制度

上・運用上において，車の安全性やインフラ，交通ルー

ル，責任関係，事業法，社会的受容性など，多くの課題

が残されている． 

津川 18），坂井ら 20），青木 22）などは，自動運転の技術

的課題を指摘しており，特に，津川 18）は，自動操縦が

導入されている航空機では自動操縦から手動操縦への切

換えに際して事故が発生すると指摘した上で，自動運転

から手動運転に切替えるときのヒューマンファクタに関

する課題を指摘している．また，坂井ら 20）は，制御技
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術・制御アルゴリズムの限界・課題，すなわち，ソフト

ウェアには必ずバグが存在し，ソフトウェアの更新が必

修となるとともに，更新忘れなどのリスクが常に存在す

ると指摘している．また，通信技術の限界として，つな

がらないこと，通信遅れはあり得ると想定すべきであり，

車両制御に関しては，通信技術の活用は自立走行の補助

とすべきであると主張している．さらに，遠隔操作の場

合，通信が切れることを想定した上で，通信が切れた場

合の安全な停車等の制御が不可欠であると主張している．

実際に 12 月 6 日に発生したソフトバンクの通信障害な

どを考慮すると，上記の指摘は必ず検討すべきである． 

牧野 21）及び大口 23）は，自動運転と関連して道路イン

フラ面における課題について，大口 23）及び小林 24）は法

律・制度・責任面における課題について指摘しており，

特に，小林 24）は，道路交通法 7 条で規定している「警

察官等の手信号等」を順守する義務について，また，自

動運転車の運転免許制度などについて，その課題を指摘

している． 

更に坂井ら 20）は，社会的受容性，コンパクトシティ，

ビジネスモデル，公共性・税・料金の観点から自動運転

の課題を示している．特に，彼らは自動運転の普及によ

り居住立地が分散化する可能性があることを指摘した上

で都市のデザインにおける自動運転車の導入戦略につい

て検討する必要があると主張している．  

一方，坂井ら 20）が指摘したように，過疎地などの人

口の少ない地域は，先行導入の社会実験が行われやすい

がビジネスの成立のしやすさとは反対の関係である．し

かし，本研究では，1 章で示したように，地方部におけ

るスマートモビリティの適用を検討しており，以下にお

いてはその観点から自動運転の課題を示す． 

 

①自動運転車の安全性の基準・評価 

上記においても示したように，過疎地などの人口の少

ない地域は，多種類の移動体が少なく，周辺環境をコン

トロールしやすく，先行導入の社会実験が行われやすい

ため，多くの実証実験が地方部を中心として行われてい

る．しかし，自動運転車の実用化の際には，人口の少な

い地域だとしても，自動運転車の安全性が確保される必

要があり，安全性が担保されない限り自動運転車の実用

化は許されないことになろう． 

しかし，現状においては，自動運転車の安全性が確保

されていることをどのように検証・評価すべきか，また，

自動運転車の安全性を評価する指標及び基準，自動走行

車の走行に必要なインフラの条件など，安全性の評価に

おいては多くの課題が残っている． 

また，「自動走行に係る官民協議会」において，自動

走行の社会実装に向け，実証の成果・データの共有など

を進めているものの，安全性を評価すべきデータはまだ

十分ではないと考える． 

自動運転車の安全性の評価はもちろん，自動運転車の

走行に必要なインフラなどの検討のためにも，国内外か

らの必要なデータの収集及び活用，データの共有が必要

であると考える． 

②ニーズに応じた自動運転サービスの高度化 

「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転

サービス実証実験」においては，中山間地域における人

流・物流の確保のため，道路・交通への影響や社会受容

性，地域への効果などについて検証を行っている．実験

においては，主に運行ルート上の所定の停留所で乗降す

る定路線型の運行を行っている． 

しかし，(3) DRT においても示したように，公共交通

の利便性を決める要因として大事なのがファーストマイ

ルである． 

今後は，移動の入口であるファーストマイルに対する

ニーズに応じたDoor to Door・On-Demandの自動運転実証

実験・自動運転サービスの高度化が必要であると考える． 

③自動運転サービスの担い手 

「自動走行に係る官民協議会」における経済産業省の

「H30年度実証実験の方向性」25）においては，自動運転

実現のための 4つの取組の一つとして，「担い手事業者

の発掘」の推進を示した上で，担い手事業者の重要性を

強調している．ところが，2017年から多くのところで実

施されている自動運転の実証実験は，殆どが自動運転技

術の開発を手掛けている事業者を中心として行われてい

る． 

1 章においても示したように，地域の足を支えている

地元の交通事業者において運転士不足は深刻な問題とな

っている．将来，地方の各地域において自動運転サービ

スの担い手になる地元の交通事業者及び自治体に対する

技術及び政策支援が必要であると考える． 

 

(4) MaaS 

a) MaaSの動向 

100年に 1度の変革又は移動革命と呼ばれているMaaS

（Mobility as a Service）については，様々な定義がなされ

ているが，移動手段を自動車の所有という「モノ」とし

て提供するのではなく，「サービス」として提供するこ

とを指す． 

本研究では，国土交通省の「都市と地方の新たなモビ

リティサービス懇談会」における定義や König et al 26），

Kamarginni(2015) et al 27），Kamarginni(2016) et al 28）などの既

存の研究に基づき，MaaSを以下のように定義する． 

【MaaSの定義】 

ICT を用いて，交通利用者が出発地から目的地までシ

ームレスに移動できるように，複数の交通手段（電車や

バス，DRT，タクシー，ライドシェア，カーシェア，自
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転車シェアなど）をオンデマンドでパッケージ化して提

供するモビリティサービス．そのため，複数の交通機関

からの移動ルートに対しても，「検索～予約～支払」ま

でが一度で行えるように「統合したプラットフォーム

（アプリ）」を構築しサービス提供． 

 

MaaS は，フィンランドのヘルシンキの「MaaS Global

社」が提供するサービス「Whim」，スウェーデンの

Gothenburg での「UbiGo」などが代表的であり，ヨーロ

ッパの都市などを中心に広がっている．また，MaaS4EU

プロジェクトは MaaS に関する情報提供とともに EU の

各都市におけるMaaS構築をサポートしている． 

一方，国内においては「未来投資戦略2018」において

MaaS の実現と促進を示しており，また，トヨタと西日

本鉄道が福岡市で MaaS の実証実験を開始しており，JR

東日本も 2019年にMaaSの実証実験を予定しているなど，

MaaS サービスの実現に向けて様々な取り組みが進めら

れている． 

Cerfontaine & Pasquale29）は，2018年 3月に開かれたMaaS 

Allianceのワークショップにおいて，今後 MaaSは，シェ

アリング及び交通手段の統合に焦点を当てる第 1のウェ

ーブ，次に自動運転を MaaSに導入する第 2 のウェーブ，

この二つのウェーブを経て進化・発展していくことを示

している．また，Keeney30）は 2030 年代には自動運転車

を含むMaaSの市場規模は 10兆ドルを超過すると予想し

ている． 

 

b) MaaSの課題 

Kamarginni(2016) et al 28）は，MaaS の主要な項目として

Ticket Integration，Payment Integration，ICT Integration，Mobil-

ity Package Integrationの 4つの項目をあげており，König et 

al 26）はShared Mobility，Booking / Tickrting (paymentを含む)，

Multimodal Traveler InformationをMaaSの構成要因としてあ

げている．また，Transport Systems Catapult31）は，MaaS の

特性として，パーソナライズされたサービス

（Personalised Service），取引の容易さ（Ease of Transac-

tion），ニーズに合う多様な支払いパターン（Ease of Pay-

ment，例えば，pay-as-you-go や定額利用/月など），リア

ルタイムで情報提供・管理（Dynamic Journey Manage-

ment），旅行者の好み（費用，時間，利便性，快適さな

ど）を考慮した情報提供（Journey Planning）をあげてい

る． 

一方，国土交通省の「都市と地方の新たなモビリティ

サービス懇談会」においては，事業者間のデータ連携の

あり方，運賃・料金施策のあり方，まちづくり・インフ

ラ整備のあり方など，MaaS を導入する際の課題につい

て多くの議論がなされている． 

以下では，上記において示した MaaS の要因及び特性

などを参考としながら，「都市と地方の新たなモビリテ

ィサービス懇談会」で示された内容以外に，地方部にお

いてMaaSを適用する際の課題を示す． 

 

①ファーストマイルサービスへの対応 

MaaS の第 1 の目的は，マイカーに頼らなくても出発

地から目的地までシームレスに移動できるようにするこ

とである．しかし，第 1章でも示したように，地方部に

おいては利用できる交通手段が限られておりサービス水

準も低い状況である．特に，公共交通の利便性を決める

要因として大事なファーストマイルに対するサービス水

準はより厳しい状況である． 

地方部において MaaS の導入を検討する際には，ファ

ーストマイルに対するサービス整備・改善などを含めて，

交通サービスの質的・量的改善を検討すべきである． 

②ビジネスモデル 

人口が密集している都市部においては，MaaS サービ

スはB2B（Business to Business）及びB2C（Business to Con-

sumer）として提供でき，ビジネス的にも成り立ち得る． 

しかし，過疎化及び高齢化が進んでいる地方部におい

ては，B2Cのみに依存するモデルは成り立たない可能性

が高い．そのため，交通弱者に対する移動サービスの改

善，また，移動の自由度を向上させ交流活性化及び地方

創生・地域活性化を実現させるといった観点から，

König et al 26）が示したように，地方においては行政が積

極的に関与する G2C（Government to Consumer）のモデル

を検討すべきだと考える． 

③決済システム 

地方においては，高齢者率が多く，スマートフォンや

クレジットカードを持っていない方も多い．そのため，

地方においては，高齢者などの交通弱者も利用できる決

済システムを検討する必要がある． 

これに対する代替案として，スイカなどの交通系 IC

カードや電子マネーを決済システムとして利用すること

もあり得ると思う．しかし，ファーストマイルサービス

を担うデマンド交通などに交通系 IC カードを導入する

には，費用や契約条件などにおいて制約が大きい．今後，

地方の移動を担うデマンド交通などにも交通系 IC カー

ドなどが導入できるよう政策的な支援が必要だと考える． 

 

 

4. 地方部におけるスマートモビリティの導入 

 

3 章においては，スマートモビリティの課題について

示した．3 章においても示したように，自動運転はまだ

技術的にも課題が多く，自動運転の実現化には相当の時

間を要すると考える．また，地方においては，MaaS の

導入以前に，その前提になるファーストマイルなどの交
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通サービスの整備・改善が必要である． 

以上の観点から，本研究では，地方におけるスマート

モビリティの適用としてDRT，ライドシェア，カーシェ

アの 3つの交通手段を比較し，地方において望ましいス

マートモビリティのあり方について提案する． 

比較検討においては，3 章において示した内容に基づ

き，また，高齢者率の高い地方部の特性を考慮し，「運

転の有無」「Door to Doorの有無」「運行ルートの柔軟性」

「料金」「法的規制有無」の 5つの指標について検討を

行った．検討の結果，表-2に示すように，現行の法制度

上においては，地方部においてモビリティの確保手段と

してスマートモビリティの適用を検討する際には，DRT

が一番望ましい手段であると考えられる． 

一方，国内において運行されているデマンド交通は一

部先進的な取り組みがなされているケースもあるが，3

章において示したように課題も少なくない． 

以下では，海外で運行されているような IT 及びオペ

レーションの最適化技術を活用した先進的な DRT の導

入に向けて考慮すべき点に提案を行う． 

 

①ファーストマイルサービスの観点から Door to Door サ

ービスの提供 

Door to Doorサービス化することにより乗車時間の大幅

な増加及び運行の効率性悪化を懸念し，利便性の低い路

線固定型又は所定のバス停などで乗降するサービスを行

うケースも多い． 

しかし，公共交通の利便性を決める要因として一番大

事なのがファーストマイルである．ファーストマイルサ

ービスの観点から，DRTは基本的にオンデマンドのDoor 

to Doorサービスを検討すべきであると考える． 

ただし，地域実情に合わせて，先進的な DRT とタク

シーなどの他の移動手段との統合サービスとしてファー

ストマイルサービスを検討することも可能であると考え

る． 

②まちづくりとの連携 

交通計画における重力モデルからも考えられるように，

地域内における交流を拡大するためには，DRTの導入な

どにより移動の自由度を向上させることも重要であるが，

地域の魅力度を向上させることも重要である． 

ドイツのダルムシュタット市の事例 32）からもわかる

ように，街が活性化するということは，賑わいを見せる

ことである．地域を活性化させるため，移動自由度の向

上とともに，地域の中心地を決め，地域中心地のコミュ

ニティを強化すべきである．さらに，地域中心地のコミ

ュニティの強化及び魅力の向上は，持続可能な公共交通

の実現につながることとなる． 

③G2C（Government to Consumer）のモデル 

3 章の MaaS の課題においても示したように，人口減

少及び少子高齢化が進んでいる地方部においては，B2C

のみに依存するモデルは成り立たない可能性が高い． 

そのため，移動の自由度を向上させ交流活性化及び地

方創生・地域活性化を実現させるといった観点から，ま

た，地域中心地の魅力の向上が持続可能な公共交通の実

現にもつながることを勘案し，地方においては行政が積

極的に関与する G2C（Government to Consumer）のモデル

を検討すべきだと考える．  

④決済システムとして交通系 ICカードなどの導入 

3 章の MaaS の課題においても示したように，ファー

ストマイルサービスを担う DRTなどに交通系 ICカード

を導入するには，費用や契約条件などにおいて制約が大

きい． 

今後，地方の移動を担う DRTなどにも交通系 ICカー

ドなどが導入できるよう政策的支援が必要であると考え

る．これにより，DRTドライバーの負担軽減，運行の効

率化は勿論，タクシーなどの他の移動手段との統合サー

ビスによる利便性強化も実現可能であると考える． 

 

 

5. まとめ 

 

本研究においては，地方部における交通課題及びスマ

ートモビリティ時代の到来といった時代背景に基づいて，

既往のスマートモビリティに関する研究を考察し，地方

モビリティ確保に向けて，地方部においてスマートモビ

リティを適用する際の課題を検討した． 

検討においては，DRT やライドシェア，カーシェア，

自動運転，MaaSの5つのスマートモビリティについて，

その動向や地方部への適用の課題を検討し，現行の法制

度上においては，地方部においてモビリティの確保手段

としてスマートモビリティの適用を考慮する際には，

DRTが一番望ましい手段であることを示した． 

さらに，海外で運行されているような IT 及びオペレ

表-2 地方におけるスマートモビリティの適用性 

 
タクシ

ー 

カーシ

ェア 

ライド

シェア 
DRT バス 

運転 〇 ×※1） 〇 〇 〇 

Door to 

Door 
〇 ×※2）

 〇 〇 × 

ルート 
〇 

(open) 

〇 

(open) 

〇 

(open) 

〇 

(flexible) 

× 

（fixed） 

料金 
× 

（高） 

△ 

（中） 

△ 

（中） 

〇 

（低） 

〇 

（低） 

規制 〇 〇 
× 

（規制） 
〇 〇 

〇：良い，  △：課題あり， ×：課題多い 

※１）運転必要 

※２）近くにステーションなし 
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ーションの最適化技術を活用した先進的な DRT の導入

に向けて考慮すべき点として，以下の 4つの考え方を取

り入れることが重要であると主張した． 

・ファーストマイルサービスの観点から Door to Door サ

ービスの提供 

・まちづくりとの連携 

・G2C（Government to Consumer）のモデル 

・決済システムとして交通系 ICカードなどの導入 

 

一方，本研究は既存研究のレビュー，自治体や交通事

業者などへのヒアリング調査などにより検討した内容で

あり，実証実験などにより検証までは至っていない．こ

の点に関しては，IT及びオペレーションの最適化技術を

活用した先進的な DRT システムの開発とともに，フィ

ジビリティスタディを行い，検証したいと考えている． 
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A STUDY ON SECURING MOBILITY IN RURAL AREAS 

BY INTRODUCING SMART MOBILITY 

 

JongJin YOON 

 
This study examine introducing smart mobility to rural areas in order to secure mobility in rural areas. 

In this study, five mobilities as smart mobility, i.e. car sharing, ride sharing, DRT, autonomous driving and 

MaaS were examined about the trends and issues of introducing to rural areas. As a result, it was suggested 

that introduction of advanced DRT was the most desirable for smart mobility in rural areas.  

Finally, this study suggested some important points to consider when introducing advanced DRT in rural 

areas. 
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気候変動とダム堆砂が利水に及ぼす影響と 

ダム再生に関する研究 
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既存ダムを活用した気候変動への適応策の検討に向け，気候変動がダムの治水機能や利水機能に及ぼす

影響を適切に評価し，ダム再生の対策に反映させていくことが求められている．しかしながら，現時点で

は，気候変動とダムの機能を関連付けた評価方法は確立されておらず，適切な評価指標を設定し，対策の

必要性や対策効果の高いダムを選定していくことが課題となっている．そこで，本研究では，気候変動に

伴う各ダムの流況変化を予測した上で，その予測結果から対策の必要性の高いダムをスクリーニングする

ための評価指標の提案を行った．また，提案した評価指標から，全国のダムを類型化した結果，約 90%の

ダムで今後ダム機能を維持するために，気候変動に対する影響緩和策を図る必要があることが示唆された． 

 

     Key Words: Climate change impacts, Performance criteria, Flood control function, Water utilization function 

 

 

1. はじめに 

 

(1) 研究の背景と目的 

近年，気候変動の影響が顕在化しつつあり，極端な降

雨現象による洪水被害 1)や長期間の給水制限が実施され

るような渇水被害 2)が頻発していることから，その対策

が課題とされている．ダムは，既存施設の運用変更や改

良により，外力の増大に的確に対応できる可能性を有し

ており，ダムの再開発は効果的な対策の一つとして考え

られている．こうした背景のもと，2017 年に国土交通

省より示された「ダム再生ビジョン」では，ダムの長期

安定的な活用の観点から治水・利水機能の維持向上の重

要性が示されており 3)，対策の必要性の高いダムのスク

リーニングが始まっている． 

気候変動に伴う河川流況の変化は，これまでの知見に

より，特に多雪地域に大きな変化が予想され，東北や北

陸の日本海側の流域では，温暖化による降雪量減少・降

雨量増加のため，1-3 月の流入量増加や 4-6 月の流入量

減少等が予測されている 4)．このような事象は，過去の

水文事象に基づいて計画された既存ダムの運用に大きな

影響をもたらすことが考えられる 5) 6)ことから，気候変

動がダムの治水機能や利水機能に及ぼす影響を適切に評

価し，ダム再生の対策に反映させていくことが重要であ

る．しかしながら，現時点では，気候変動とダムの機能

を関連付けた評価方法は確立されておらず，適切な評価

指標を設定し，対策の必要性や対策効果の高いダムを選

定していくことが課題となっている． 

本研究は上記を背景とし，気候変動に伴う各ダムの流

況変化を予測した上で，その結果から対策の必要性の高

いダムをスクリーニングするための評価指標を提案する

ものである．また，提案した評価指標から全国のダムを

類型化し，対策の必要性の高いダムの特徴を考察する． 

 

(2) 研究方法 

本研究では，国土交通省と(独)水資源機構が管理する

全国の 104基のダムを対象とした．これらのダムはいず
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れも治水容量と利水容量を併せ持つ多目的ダムである． 

気候変動の影響評価は，現在気候及び将来気候の流況

曲線により行った．現在気候の流況曲線は，2003-2012 年

におけるダム地点日平均流入量を 1 年毎に降順に並び替

えた後，平均をとることで求めた平均の流況曲線であり，

将来気候の流況曲線は，後述する気候変動係数を，現在

気候における平均の流況曲線に乗じることで得た．なお，

本来はダム毎に貯留と補給の操作を実施するため，将来気

候における河川流況にはこれらの影響を加味する必要があ

る．しかし，本研究の目的であるダム機能における気候

変動影響の大局的見地からの分析は，これらのダム操作

の影響を考慮せずとも果たせると判断し，得られたデー

タにより評価可能な簡便な方法を設定して分析を行った． 

対策の必要性の高いダムをスクリーニングするにあた

っては，気候変動がもたらすダム機能の変化とともに，

ダムの現行機能も併せて評価することが重要であり，双

方の評価指標を設定した．また，気候変動が及ぼす影響

は，ダムの治水機能と利水機能で評価軸が異なることか

ら，それぞれで評価指標の設定及び類型化を行った． 

 

 

2. 気候変動予測手法及び気候変動がダム機能に 

及ぼす影響の指標化 

 

(1) 気候変動予測の手法 

気候変動予測では，気象庁気象研究所の超高解像度全

球大気モデル（MRI-AGCM3.2S）による現在気候（1979-

2003 年）と将来気候（2075-2099 年）における気温・降

水量変化 7) 8)を利用した．温室効果ガスの排出シナリオ

は高位参照シナリオ RCP8.5，海面水温は CMIP5の SST

アンサンブル平均を用いた．次に，SVAT モデルから蒸

発散量と融雪量を算出し，これらを分布型流出モデル

Hydro-BEAM に組み込み，全国 109 水系の日平均河川流

量をそれぞれ求めた．日平均河川流量は，タイムステッ

プ 10分（出力 1時間）で計算した 24時間の流量を平均

したものである．詳細は Sato9)を参照されたい． 

次に，各年の日平均河川流量時系列を降順に並び替え

て各年の流況曲線を求め，さらに，現在気候，将来気候

について各年の流況曲線の順位毎に平均値を算出し，25

年間平均の一つの流況曲線をそれぞれ求めた．これらの

結果には無視できない誤差が含まれているため，将来流

況曲線を現在流況曲線で除すことで得た 1年間分の流況

曲線の順位毎の変化比率を気候変動係数と定義し，全国

の水系の基準点毎に求めた． 

 

(2) ダムの気候変動影響に関する指標 

a) ダムの治水機能変化に関する指標 

ダムの治水機能は，梅雨や台風等に起因して発生する

大規模な出水をダム貯水池に貯留し，これにより下流河 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川の増水被害を最小化することにある．本研究では，大

規模な出水に対する洪水調節に必要な時間は 24 時間程

度と想定し，式(1)に示すように現在気候における最大

日平均流量（qmax）と将来気候における最大日平均流量

（q’max）の変化比率を気候変動によるダムの治水機能変

化に関する指標として設定した． 

 
max

max

q

'q
治水機能変化指標＝  (1) 

ここで，治水機能変化指標＞1 の場合には，気候変動

によって現状より治水容量が不足する傾向に推移すると

想定した．一方，治水機能変化指標≦1 の場合には，気

候変動によって現状より治水容量が不足することはなく，

治水機能は改善する傾向に推移すると評価される． 

 

b) ダムの利水機能変化に関する指標 

ダムの利水機能は，発電・農業・水道等に対し適時に

適量の補給を行うことにある．その求められる諸量はダ

ム毎に異なるが，ダムの利水計画では一般的に 10 年に

1 回程度の渇水に耐えられるように利水安全度が設定さ

れている．本研究では，現在気候の平水流量（年間を通

じて 185日は流れている流量）が各下流河川の農業用水，

都市用水，工業用水に加えて河川の正常な機能を維持す

るために必要な流量であると想定し，これを維持するこ

とが現在から将来に渡るダムの利水機能と仮定し，ダム

地点流入量がこれを下回る場合にはダムから下流河川に

利水補給が行われるものと想定した（図-1 の Qsup，Q’sup

参照）．そこで，式(2)(3)に示すように現在気候におけ

る平水流量（q185）を基準として，現在気候において必

要となる利水補給量（Qsup）と将来気候において必要と

なる利水補給量（Q’sup）の変化比率を気候変動によるダ

ムの利水機能変化に関する指標として設定した． 

 
sup

sup

Q

'Q
利水機能変化指標＝  (2) 
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ここで，利水機能変化指標＞1 の場合には，気候変動

によって現状より利水容量が不足する傾向に推移すると

想定した．一方，利水機能変化指標≦1の場合には，気 

q185

流
量
（

m
3
/d

ay
）

日数（日）

185 365ｎ

― ：現在気候の流況曲線

― ：将来気候の流況曲線
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図-1 現在気候及び将来気候における利水補給の概念図 
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候変動によって現状より利水容量が不足することはなく，

利水機能は改善する傾向に推移すると評価される．なお，

ダムの利水機能評価をより厳密に行う上では，ダム毎に

利水計算の実施や節水率の検討が必要であるが，本研究

は全国的な傾向を把握することが目的であるため，上記

のような統一的指標の設定を試みたものである． 

 

(3) ダムの現行機能に関する指標 

a) ダムの治水耐力に関する指標 

気候変動により河川流況が変化し，貯水池への流入量

が増加した場合であっても，現行の治水耐力が十分であ

れば，直ちに治水機能上の所要の安全度の低下が生じる

ものではない．このことから，気候変動が治水機能に与

える影響の評価にあたっては，ダムの治水耐力に関する

指標を設定することとし，その指標として式(4)に示す

相当治水雨量を設定した．相当治水雨量は，治水容量が

満水となる際の流域面積における平均降雨量といえ，こ

の値が大きい程，ダムの治水耐力が大きいと考えられる． 

 
)(km

)m(
(mm)

2

3

流域面積

千治水容量
相当治水雨量治水耐力指標 ==  (4) 

ここで，豪雨による降雨のピークが 1 日程度と仮定し，

近年の主な豪雨災害 10)による最大 24時間降水量を整理す

ると，地域による影響はみられず最大で 600mm程度であ

る（表-1参照）．青木ら 11)は，平成 16年 7月新潟・福島

豪雨，福井豪雨の降雨波形による 15ダムを対象とした流

出計算及び洪水調節計算の結果，洪水ピークカット率が

0.5 以下の場合，降水量の 1／4 程度がダム貯水池に貯留

されることを示している．これを参考に流域雨量の 1／4

がダム貯水池に貯留されるものと仮定すると，相当治水

雨量が 150mm程度（＝600mm程度×1／4）を上回ってい

るダムでは現状で相対的に大きな治水耐力を有している

ものと考えられる．このため，相当治水雨量＞150mm の

ダムでは気候変動により治水機能に影響が生じてもその

度合いは小さいと想定し，相当治水雨量≦150mm のダム

では気候変動により治水機能に影響が生じる場合には何

らかの対応が必要なレベルであると想定した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ダムの貯水池運用に関する指標 

気候変動によりダムの治水機能や利水機能に影響が生

じる場合であっても，洪水が予測されるときに所定の貯

水位より水位を低下させ治水容量を増大させたり，下流

への補給が必要な時期に所定の貯水位より水位を上昇さ

せて利水容量を増大させるダム貯水池の弾力的管理と呼

ばれる運用が可能であれば，気候変動による影響を軽減

することが可能である（図-2参照）．このような貯水池

運用を実施する上では，降雨発生から貯水池までの流出

の間に十分なゲート操作時間の確保が求められる．本研

究では，この時間は流域面積に比例するものとし，既往

実績 12)を参考に，流域面積が 500km2以上のダムでは貯

水池の弾力的管理が導入可能であると仮定した．これは，

ゲート操作時間を 10 時間程度（放流準備 2 時間程度＋

水位低下 8 時間程度）と想定し，流域面積が 500km2以

上であれば洪水到達までにこの時間が確保可能であると

の仮定に基づくものである．このため，上記条件に合致

するダムでは，貯水池運用の工夫によって，気候変動に

伴い生じる治水機能，利水機能への影響を軽減すること

が可能であると評価するものとした． 

 

 

3. 気候変動による影響を受けるダムの類型化 

 

(1) 治水機能及び利水機能への影響 

地域別に治水機能変化指標の観点から影響分類を行っ

た結果を図-3，表-2 に示す．将来において治水機能と利

水機能のいずれにも影響が生じる可能性のあるダム（治

表-1 近年の主な豪雨災害による最大 24時間降水量 

発生年 災害名 最大 24時間降水量 

2011年 平成 23年 7月新潟・福島豪雨 527.0 mm 

2012年 平成 24年 7月九州北部豪雨 507.5 mm 

2015年 平成 27年 9月関東・東北豪雨 551.0 mm 

2017年 平成 29年 7月九州北部豪雨 545.5 mm 
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図-3 治水機能変化指標と利水機能変化指標からの分類 

表-2 治水機能変化指標と利水機能変化指標からの分類 

該当ダム数

治水機能指標>1 治水機能指標>1 治水機能指標≦1 治水機能指標≦1

利水機能指標>1 利水機能指標≦1 利水機能指標>1 利水機能指標≦1

北海道 0(0%) 16(100%) 0(0%) 0(0%) 16(100%)

東北 14(93%) 1(7%) 0(0%) 0(0%) 15(100%)

関東 5(36%) 9(64%) 0(0%) 0(0%) 14(100%)

北陸 5(63%) 3(38%) 0(0%) 0(0%) 8(100%)

中部 12(92%) 0(0%) 1(8%) 0(0%) 13(100%)

近畿 10(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 10(100%)

中国 9(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 9(100%)

四国 10(91%) 0(0%) 1(9%) 0(0%) 11(100%)

九州 8(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 8(100%)

全国 73(70%) 29(28%) 2(2%) 0(0%) 104(100%)

※上表中の(　)は該当割合を示す

地域
計

 



 

 39 

水機能変化指標＞1，利水機能変化指標＞1）は全ダムの

約 70%である．また，治水機能のみ影響が生じる可能性

のあるダム（治水機能変化指標＞1，利水機能変化指標

≦1）は全ダムの約 30%であり，特に北海道の割合が高

く，関東，北陸がそれに続く．これは全国的に最大降雨

量が大きくなるとともに，北海道では年間総雨量が増大

し，関東，北陸では冬季の降雪が降雨に変わることによ

るものと考えられる．以降では，2.(3)で設定したダムの

現行機能も考慮したダム類型を行う． 

 

(2) ダムの現行機能も考慮した治水機能への影響 

a) 治水機能への影響に着目したダムの類型化 

気候変動に伴う流況変化よる治水機能への影響につい

て，2.(2) a)で述べた指標により「流況変化による治水容

量の不足が生じないダム」（タイプⅠ）と「流況変化に

よる治水容量の不足が生じるダム」に分類した．さらに

後者について，2.(3) a)b)で述べた指標により「現状で十

分な治水耐力があり流況変化の影響は軽微であると判断

されるダム」（タイプⅡ），「現状で十分な治水耐力は

期待できないものの，貯水池運用の工夫により影響緩和

を図ることが可能と判断されるダム」（タイプⅢ-1），

「現状で十分な治水耐力は期待できず，かつ貯水池運用

の工夫によっても影響緩和が難しいと判断されるダム」

（タイプⅢ-2）に分類した（表-3参照）． 

 

b) 治水機能への影響に着目したダム類型の分析 

図-4(1)，表-4 より治水機能変化指標を確認すると，中

部と四国の各 1ダムが流況変化による治水容量の不足が

生じないダム（タイプⅠ）に該当する一方で，その他の

全てのダムで将来の最大日平均流量が増加し治水容量の

不足が生じる可能性がある．これらのダムについて現行

の治水耐力の観点から分類を行うと，約 40%のダムが治

水相当雨量 150mm 以上（タイプⅡ）であり，気候変動

により河川流況が変化した場合であってもその影響は相

対的に小さいと考えられる．さらに，現行の治水耐力指

標である治水相当雨量が 150mm 以下のダム（タイプ

Ⅲ）であっても，貯水池運用の工夫によって全ダムの約

15%が気候変動の影響を軽減することができるダム（タ

イプⅢ-1）に該当する．しかし，全ダムの約 50%では貯

水池運用の工夫によっても気候変動の影響の軽減が難し

いダム（タイプⅢ-2）に分類される（図-4(2)，表-4参照）． 

 

(3) ダムの現行機能も考慮した利水機能への影響 

a) 利水機能への影響に着目したダムの類型化 

気候変動に伴う流況変化による利水機能への影響につ

いて，2.(2) b)で述べた指標により「流況変化による利水容

量の不足が生じないダム」（タイプ A）と「流況変化に

よる利水容量の不足が生じる可能性のあるダム」に分類

した．さらに後者について，2.(3) b)で述べた指標により 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「貯水池運用の工夫により影響緩和を図ることが可能と

判断されるダム」（タイプ B-1），「貯水池運用の工夫

によっても影響緩和が難しいと判断されるダム」（タイ

プB-2）に分類した（表-5参照）． 
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(2) タイプⅢ-1・Ⅲ-2の分類 

図-4 治水機能への影響に着目したダムの類型化 

表-4 治水機能への影響に着目したダムの類型化 

該当ダム数

タイプⅠ タイプⅡ タイプⅢ-1 タイプⅢ-2 計

北海道 0(0%) 5(31%) 3(19%) 8(50%) 16(100%)

東北 0(0%) 5(33%) 4(27%) 6(40%) 15(100%)

関東 0(0%) 6(43%) 0(0%) 8(57%) 14(100%)

北陸 0(0%) 4(50%) 2(25%) 2(25%) 8(100%)

中部 1(8%) 6(46%) 2(15%) 4(31%) 13(100%)

近畿 0(0%) 2(20%) 0(0%) 8(80%) 10(100%)

中国 0(0%) 7(78%) 0(0%) 2(22%) 9(100%)

四国 1(9%) 2(18%) 2(18%) 6(55%) 11(100%)

九州 0(0%) 3(38%) 1(13%) 4(50%) 8(100%)

全国 2(2%) 40(38%) 14(13%) 48(46%) 104(100%)

※上表中の(　)は該当割合を示す

地域

 

表-3 治水機能影響に着目したダムのタイプと類型化指標 

タイプ 想定した概要 
治水機能への影響に 

着目した類型化指標 

Ⅰ 
流況変化による治水容量の不足が

生じない 
治水機能変化指標≦1 

Ⅱ 
現状で十分な治水耐力があり流況

変化の影響は軽微 

治水機能変化指標＞1 かつ 

相当治水雨量＞150mm 

Ⅲ-1 

現状で十分な治水耐力は期待でき

ないものの，貯水池運用の工夫に

より影響緩和を図ることが可能 

治水機変化能指標＞1 かつ 

相当治水雨量＜150mm かつ 

流域面積500km2以上 

Ⅲ-2 

現状で十分な治水耐力は期待でき

ず，かつ貯水池運用の工夫によっ

ても影響緩和が難しい 

治水機能変化指標＞1 かつ 

相当治水雨量＜150mm かつ 

流域面積500km2以下 
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b) 利水機能への影響に着目したダム類型の分析 

図-5(1)，表-6 より利水機能変化指標を確認すると，将

来において下流河川への利水補給量の減少が想定される

ダム（タイプ A）が全ダムの約 30％に対し，それの増

加が想定されるダム（タイプ B）は全ダムの約 70％で

ある．さらに，下流河川への利水補給量の増加が想定さ

れるダム（タイプ B）であっても，全ダムの約 10%は，

貯水池運用の工夫によって気候変動の影響を軽減するこ

とができるダム（タイプ B-1）と考えられる．しかし，

全ダムの約 60%は貯水池運用の工夫によっても気候変動

の影響の軽減が難しいダム（タイプ B-2）に分類される

（図-5(2)，表-6参照）． 

ここで，図-5(1)(2)の縦軸は利水容量を流域面積で除し

た相当利水雨量を示した．ダムの利水機能を考える際，

相当利水雨量の意味合いは気候変動の様相やダム諸量に

よって異なることが考えられる．このため，今後個別ダ

ムでの詳細検討を進め，評価指標の有用性を確認する． 

 

(4) 治水機能及び利水機能への影響の類型化 

表-7に，流況変化による治水機能影響と利水機能影響

に関わるダム類型とその評価を整理した．治水機能のみ

影響が生じると考えられるダム（Ⅲ-1・A，Ⅲ-2・A）は

全ダムの約 20％，利水機能のみ影響が生じると考えら

れるダム（Ⅰ・B-1，Ⅰ・B-2，Ⅱ・B-1，Ⅱ・B-2）は全

ダムの約 35％であり，これらのダムでは治水・利水容

量の振替えが気候変動への対応として考えられる．治

水・利水機能のいずれにも影響が生じると考えられるダ

ム（Ⅲ-1・B-1，Ⅲ-2・B-2）は全ダムの約 40％であり，

これらのダムでは貯水池運用の工夫または貯水池容量を

増やすダム嵩上げ等の対策が必要と考えられる．今後，

このようなタイプのダムに対して，気候変動が治水・利

水機能に与える影響をより詳細に把握し，効率的，効果

的なダム再生事業の実施に繋げる必要が考えられる． 

 

 

4. おわりに 

本研究で得られた結論は以下のとおりである． 

1)流況変化による治水機能及び利水機能への影響指標を

設定するとともに，適応策の観点から治水耐力指標，

貯水池運用指標を設定した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-5 利水機能影響に着目したダムのタイプと類型化指標 

タイプ 想定した概要 
利水機能への影響に 

着目した類型化指標 

A 
況変化による利水容量の不

足が生じない 
利水機能変化指標≦1 

B-1 
貯水池運用の工夫により影

響緩和を図ることが可能 

利水機能変化指標＞1 かつ 

流域面積500km2以上 

B-2 
貯水池運用の工夫によって

も影響緩和が難しい 

利水機能変化指標＞1 かつ 

流域面積500km2以下 
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(2) タイプB-1・B-2の分類 

図-5 利水機能への影響に着目したダムの類型化 

表-6 利水機能への影響に着目したダムの類型化 

該当ダム数

タイプA タイプB-1 タイプB-2 計

北海道 16(100%) 0(0%) 0(0%) 16(100%)

東北 1(7%) 4(27%) 10(67%) 15(100%)

関東 9(64%) 0(0%) 5(36%) 14(100%)

北陸 3(38%) 1(13%) 4(50%) 8(100%)

中部 0(0%) 3(23%) 10(77%) 13(100%)

近畿 0(0%) 0(0%) 10(100%) 10(100%)

中国 0(0%) 0(0%) 9(100%) 9(100%)

四国 0(0%) 2(18%) 9(82%) 11(100%)

九州 0(0%) 1(13%) 7(88%) 8(100%)

全国 29(28%) 11(11%) 64(62%) 104(100%)

※上表中の(　)は該当割合を示す

地域

 

表-7 ダムの現行機能も考慮した治水機能及び利水機能への影響に着目したダムの類型化 

タイプⅠ タイプⅡ タイプⅢ-1 タイプⅢ-2

A B-1 B-2 A B-1 B-2 A B-1 B-2 A B-1 B-2

北海道 0(0%) 0(0%) 0(0%) 5(31%) 0(0%) 0(0%) 3(19%) 0(0%) 0(0%) 8(50%) 0(0%) 0(0%) 16(100%)

東北 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 5(33%) 0(0%) 4(27%) 0(0%) 1(7%) 0(0%) 5(33%) 15(100%)

関東 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(14%) 0(0%) 4(29%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 7(50%) 0(0%) 1(7%) 14(100%)

北陸 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(13%) 0(0%) 3(38%) 1(13%) 1(13%) 0(0%) 1(13%) 0(0%) 1(13%) 8(100%)

中部 0(0%) 1(8%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 6(46%) 0(0%) 2(15%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 4(31%) 13(100%)

近畿 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(20%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 8(80%) 10(100%)

中国 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 7(78%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(22%) 9(100%)

四国 0(0%) 0(0%) 1(9%) 0(0%) 0(0%) 2(18%) 0(0%) 2(18%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 6(55%) 11(100%)

九州 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 3(38%) 0(0%) 1(13%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 4(50%) 8(100%)

全国 0(0%) 1(1%) 1(1%) 8(8%) 0(0%) 32(31%) 4(4%) 10(10%) 0(0%) 17(16%) 0(0%) 31(30%) 104(100%)

評価 － －

※上表中の(　)は該当割合を示す

地域 計

該当ダム数

利水機能のみ
厳しくなる

利水機能のみ
厳しくなる

治水機能のみ
厳しくなる

治水・利水機能が
厳しくなる

治水・利水機能が
厳しくなる

治水機能のみ
厳しくなる

 



 

 41 

2) 将来において治水機能と利水機能のいずれにも影響が

生じる可能性のあるダムは全ダムの約 70%であった．

一方，治水機能のみ影響が生じる可能性のあるダムは

北海道・関東・北陸地方を主として全ダムの約 30%で

あり，これらは，将来において冬季の降雪が降雨に変

わることとと密に関係していると考えられる． 

3) 現行のダム機能も考慮した結果，治水機能のみ影響が

生じると考えられるダムは全ダムの約 20％，利水機能

のみ影響が生じると考えられるダムは全ダムの約 35％

であり，対策として貯水池容量の振替えが考えられる．

治水・利水機能のいずれにも影響が生じると考えられ

るダムは全ダムの約 40％であり，対応として貯水池運

用の工夫や貯水池容量を増やす対策が考えられる． 

 

今後の課題は以下のとおりであり，本研究で提案した

評価指標の精度向上及び個別ダムでの詳細な検討を行う． 

1) 気候変動予測の不確実性も想定されることから，複数

の全球大気モデル，温室効果ガス排出シナリオ，流出

モデルによる影響評価を実施する． 

2) ダム類型化に用いた利水機能への影響指標について，

ダム毎の利水計算や節水率の検討結果を踏まえた再検

討を実施し，治水・利水容量間の適切な割り振り検討

に資する利水相当雨量等の新たな評価指標を設定する． 

3) 気候変動に伴う貯水池への流入土砂量の変化，堆砂影

響についても考慮したダムの類型化を実施し，気候変

動影響が大きいと想定されるダムの抽出を行う． 

4) 抽出したダムを対象に，将来の流況・流入土砂量変化

が治水・利水機能に与える影響についての詳細な検討

を行うとともに，貯水池寿命の長期化を図る上での治

水・利水容量間の適切な割り振り等の対応策を検討す

る．なお，個別ダムでの詳細な検討では，将来気候に

おいて複数年に渡り渇水が継続することも想定される

ため，複数年に渡る検討についても実施する． 
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PROPOSAL OF CRITERIA TO EVALUATE CLIMATE CHANGE IMPACTS ON 

FLOOD CONTROL AND WATER UTILIZATION FUNCTIONS OF DAMS  
 

Hiroya ISHIDA, Makoto KURAHASHI, Hiroyuki KOJIMA, Gen NAGATANI, 
Masayoshi IZUMI, Yuichi TANIWAKI, Ikuo KAWAMURA, Naoya MIZUNO, 

Yoshinobu SATO and Tetsuya SUMI 
 

It is required to evaluate climate change impacts on flood control and water utilization functions of 
dams after releasing MLIT vision for dam upgrading under operation. Up to now, however, there is no 
suitable evaluation methods to clarify those impacts, it is important to establish appropriate screening cri-
teria in order to select high priority existing dams for upgrading. In this research, we firstly predicted 
changed in flow regime curves under climate change impact. Secondly, several criteria has been proposed 
to evaluate both changes in flood intensity and water shortage volume as well as available capacity for 
flood control and possibility for flexible dam operation. Based these evaluation criterias, we found that it 
is necessary to mitigate climate change in order to maintain necessary functions at about 90% dams. 
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Since the 1990’s, railways and railway stations have been improved, refurbished and developed in line with “station renaissance” 

and according to urban restructuring. In these days, elevated railways and station plazas have been reconsidered again – as important 

urban spaces with a high potential for development centered on local residents. Aesthetic factors also became important in design of 

the railway infrastructure. Viaducts and elevated stations, being the strong visual elements in the urban structure, also affect the 

landscape. Station plaza might play a role of urban main square. After the transformation they can be a source of improved 

urbanscape. 

This paper discusses the aesthetic issues of new urban space below the viaducts and around the station plazas. New facilities 

below the elevated railways and around stations should not only have the aesthetic form but also their function should be flexible, 

according to local needs and potential. While introducing the examples of the new projects in Japan and Europe, the paper also sets 

up new tasks and prospects for the utilization of new urban railway space in consideration of recent life-style trends, such as “slow 

living” and “third place”.  

 

Key Words: railway landscape, station, elevated railway, space below the viaduct, station plaza. 
 

 

1. Introduction 
  

  Railway spaces, such as elevated railways and station plazas, are functionally and visually important 

elements of station environment, as well as of the urbanscape. Currently, there are infrastructure projects 

centered on the railway developments that are executed by railway operators working together with local 

administration and residents, as a part of urban redevelopment projects. The trend is to provide new 

functions, particularly in regard to local communities and to create attractive new urban spaces. The projects 

centered on railways can have also wider and long term goals, such as to provide a better and safer 

environment in light of the life-style trends.  
In this paper the author reviews the aesthetic issues of the elevated railways and station plazas, examines 

the current uses of the space below the viaducts and around the station plazas along with many infrastructure 

projects that have been carried out. While the newest trends have been examined, the potential uses are also 

suggested. The paper comprises the following: (1) objectives and scope of the research; (2) aesthetic issues 

of the space below the elevated railways and station plaza; (3) creation of a new urban space under the 

elevated railroads and on station plazas on the example of recent projects, and (4) prospects for the new 

functions of new urban spaces delivered by these projects.  
 

 

2. Objectives and scope of the research 
 

In general, “infrastructure” consists of built forms, such as roads, bridges, railways and other 

transportation networks and associated buildings, ports, dams, waterfronts, riverfronts – and of supply 

networks. They are visually prominent facilities, which affect the urbanscape. The research theme “Aesthetic 

design of infrastructure” (インフラの景観デザイン) has been centered on railways. The objectives include 

specifications of aesthetic issues, analyzing new projects, investigating new uses of the spaces below the 

elevated railways and around the stations. It also embraces renovation and suggests new directions in light 

with urban revival, in consideration of “station renaissance” programs adopted by the rail operators with the 

aim to maximize the appeal of stations and in consideration of recent trends in lifestyle.  
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2.1 Objectives 

During the first phase of research, the history of elevated railways in Japan has been investigated, as well 

as the issues of the urban space below the elevated railroads on the example of some projects [1]. Current 

scope of the research is a continuation in regard to elevated railways, and it includes also station plaza. 

Further investigation can be devoted to use of the underground spaces near railway stations. The objectives 

of the research are related to two types of station redevelopment projects – elevated railways and station 

plazas and include the following: 

- Classify the elements of the landscape of elevated railway and station plaza, specify their aesthetic issues 

and functional/visual requirements; 

- Specify the issues of the new urban space and the use of space below the elevated railway and station 

plaza; 

- Discuss the characteristics of new projects in Japan and Europe effectively facilitating space under the 

railroads; 

- Discuss new projects of station plaza in Japan and Europe; 

- Propose new directions of station revival and urban renaissance to develop new urban space. 

 

2.2  Research flow 

The research starts with the overview regarding how the space below elevated railroad is used, and with 

the classification of these spaces, as well as their uses (Fig. 1). The research is drawing conclusions 

regarding the history of elevated railways that was investigated at the first stage of the research. Elevated 

railroads were changing along with the development of construction materials, structural systems and 

construction methods. The collected data includes many latest projects of elevated railways and station 

plazas.  

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 [2]. 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 spaces below the elevated railroads and on 

station plazas also include aesthetics. Some data became available during hearings at the railway companies 

developing elevated railways (e.g. JR Chūō Line Mall Co., Ltd., JR East) and by visiting project sites. 

Collected data on development of elevated railways and station plazas have been analyzed in regards to new 

projects and new uses.  

 

 

      

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

3. Aesthetic issues of space below the elevated railways and station plaza 
 

3.1 Landscape of railways  

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

forming relevant lines and nodes, as stipulated by Kevin Lynch [3]. The basic structure of Tokyo consists of 
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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 [4].  

(1) “Railway landscape” (tetsudō keikan) 

”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 [1]. It includes, as its 

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

well as the safety and accessibility (convenience). It consists of a three-dimensional network of railways, 

subways, and Light Rail Transit (LRT), which contain three basic elements of the rail infrastructure: corridor 

– where elevated railways are one of its types, station and train car (Fig. 2). Station plazas are part to the 

station closest environments designed for their approach. 

Aesthetics in general relates to the beauty of objects and to 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. [5]. 
(2) “Elevated railway” (kōka tetsudō) 

One of the elements of RL – a “corridor”, represents ground level railroads, as well as elevated railways, 

including viaducts and bridges. Railway station consist of a building, railway track, as well as of under and 

above the ground level structures. Elevated railways have their facilities, such as stations and platforms, 

located on elevated structures. The combination of station and track involves three types: type 1 – elevated 

station with elevated tracks; type 2 – ground-level station with elevated tracks; and type 3 – mixed type 

station and elevated tracks (Fig. 3).   

(3)  “Station plaza” (ekimae hiroba) 

“Station plaza” is a part of the outdoor environment within the spatial conception of the railway station – 

thus it is a part of the “railway landscape” (Fig. 2). It serves the railways, as well as the city. The main 

function of a station plaza is to provide a fast and convenient approach to the railway station. It is also an 

important urban square that can be used for various purposes of the local community. It provides an open 

space in busy urban districts, greenery and may play a role in disaster protection and recreation.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Elements of “elevated railways”  Fig. 4 Landscape of elevated railways 

 

3.2 Aesthetic issues of elevated railways – space below the railroads 

Aesthetic issues of the elevated stations and viaducts, such as harmonization with surrounding, 

importance of a high-quality station architecture, etc., have been discussed previously [1]. Regarding the 

viaducts only it is important to renovate existing structures according to the principles of aesthetics of 

bridges and to adapt them as well, as possible. 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 [6]. Although some structures may be regarded as the neutral or as 
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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 its structural elements and to apply colors. Viaducts are often 

built large, in industrial scale (e.g. Tōzai Line and Keikyū Line). They might be perceived as barriers 

separating the neighborhoods. Distances from adjacent buildings and existence of street along the viaducts 

alienate the structure. Another important factor is a type of structure. In viaducts can be observed a great 

variety of architectural and urban expression, as well as the lack of coherent style.  

Looking on the elevated railways from the landscape point of view, particularly relevant types of the ER 

are: type 1 – “elevated station with elevated tracks”; type 2 – “viaduct”, including “re-used viaducts” and the 

“view from the platform”; and type 3 – “space below viaducts” (Fig. 4). A view from the ER is an essential 

landscape factor that should be considered at the design stage. The issues of the elevated railway in this 

paper are centered on viaducts, reused viaducts and space below the viaducts. The example of the reused 

viaduct can be the “Log Road Daikanyama” project (2015). There are historical examples of built-up spaces 

below the viaducts and also recent projects reviving the elevated railways in relation to regional symbiotic 

type of commercial facilities, such as the “JR Chūō Line Mall Project” (since 2010) or “2k540 AKI-OKA 

ARTISAN” (2010). A history of railway viaducts shows that they followed the structural and technological 

advancement that were reflected in the development of bridge structures.  
Kevin Lynch who has defined in his book “The image of the city” five important visual elements in the 

city: paths, edges, districts, nodes and landmarks, also has introduced the “legibility”, which is a notion that 

cityscape can be “read” [3]. 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. Under-viaduct spaces resulted from various developments but all are administered by railway 

operators. In Tokyo, except the Yamanote Line that 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. Thus the space created under the railroads is considerably large, at least 4.5 m high and 

can be used for various facilities. However, in Tokyo only 40% of such spaces are used. The atmosphere 

below the viaducts has been associated for a long time with drinking bars and casual restaurants, such as near 

the Yūrakuchō Station. Functional and structural requirements for such spaces include adequate structural 

strength and height, sound and vibration insulation, often renovation and overall design for a new function. 

The important issues are aesthetics of elevated railroads and the function of the spaces below. The 

elevated railroads are large scale facilities that can make the landscape unsightly, if their structure does not 

have aesthetic qualities. The spaces below and around the elevated railroads are facing such problems, as 

being dark, dangerous, with narrow roads and with low-quality facilities (Fig. 5). Many structures require 

general renovation. The space is chaotically used – mostly for parking, shops and eateries. Many structures 

have been currently undergoing renovation (Fig. 6 – near Kanda Station). In recent years, the land 

readjustment and urban redevelopment projects have been carried out around the stations where the railways 

are elevated. 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Kokudo Station, Kanagawa Pref.         Fig. 6 Renovation of Shin-Gokuchokōkakyō near Kanda Station 

 

Functional requirements for a space under the tracks depends on structural strength, therefore the 

renovation projects are necessary. It also depends on the height of the viaduct, and a sound and vibration 

insulation. Old structures need overall refitting. When a new function is adopted the considerations should 
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include aesthetics. From the visual point of view, the space under the viaducts should be bright, clean, with 

good design considering forms, colors, textures, and style suiting particular location. New facilities with 

various functions should be completely modern, safe and up-to-date. Elevated railroads are not only being 

utilized as active facilities but they have also potential to create an excellent, new urban scenery.  

 

3.3 Influence of the development infrastructure design on station plaza 

During the period of modernization at the end of the 19th century, when Western technology was 

introduced in Japan, modern infrastructure was not only functional but also aesthetic. At that time aesthetics 

was one of the important expected features of infrastructure that was intended to express the modernity of the 

country. It was reflected in architecture, bridge design, and also in railway stations, with plazas and elevated 

railroads.  

After 1945, the development of station plaza and surrounding city block was executed through the land 

readjustment projects with cooperation of private business, while private railway companies constructed 

department stores. Station plazas expanded both below and above the ground, as chikagai (underground 

shopping mall) and eki biru (station building), developing the service sphere of the city center and adding to 

its appeal. In the 1960’s, during the era of rapid economic growth, the frontal space of some stations changed 

into “traffic zone plaza” (kōtsū hiroba). Lack of an agreeable plaza resulted in poor visual access and lack of 

station identity. Slowdown in the 1970’s prompted rethinking of the purpose and the concept of 

infrastructure design. Urban landscape has been affected by elevated lines, such as Yamanote Line (1), with 

clusters of shops below the tracks and stations. Typical features of elevated stations were station-front 

shopping districts – shōtengai ekimae, which expanded considerably as unplanned developments near 

national and private rail lines. New laws, such as “Preservation District for Groups of Traditional Buildings” 

in 1975, aimed to create aesthetic townscape, enable preservation, and to improve conditions of residents. 

Also urban design became very much dependent on local administration, which gained more power. The key 

word associated with academic studies on visual aspects of infrastructure and landscape, harmonization of 

infrastructure with the natural and urban surrounding was “keikan”. In the 1980’s “keikan dezain” became 

associated with aesthetic design of infrastructure, particularly bridges.  

Since the 1980’s, local governments gained significant power to conduct a detailed planning and these 

new powers enabled development of new methods of community-based planning and public participation – 

machi-zukuri. Society became more affluent because of strong economic development and more interested in 

historical preservation. As a result, the “District Plan” was introduced in 1980. It became a land-use 

regulation for aesthetic townscape and it enhanced the legal framework for historical preservation. Another 

planning tool was the “Special District Plan Redevelopment” (Saikaihatsu Chiku Keikaku), which was a 

system for major urban redevelopment projects converting low-density use, such as old railway yards, into 

high-density mixed use – offices, residential and commercial complexes. Such plans included improvement 

of public facilities, landscaping and were led by private developers working with city planners and railway 

companies. The increased interest in landscape coincided with the period of “bubble economy” and 

development of post-modernism in architecture. The participation of architects and industrial designers 

aimed to achieve a striking design in public works projects, particularly in regard to bridges. 

New legislation provided regulation for an urban renewal which became more effective after shifting 

the planning power to local governments in 1999. Guidelines by the Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism (MLIT) in the 1990’s promoted “traffic space” and “environmental space” (space for 

waiting, shopping and other activities) at the station plazas. The policy of MLIT of “Making a beautiful 

country” in 2004 included aesthetics of infrastructure, as a one of its goals. In 2005, the first fundamental 

“keikan law” was enacted by MLIT and the implementation was entrusted to local governments. According 

to the law, new buildings in designated zones have to be approved by local authority regarding all aspects of 

planning, including height, floor space, colors of elevation, materials. It was the first comprehensive 

landscape law that provided penalties. The law covers not only cities but also farming villages. Other 

developments in the 2000’s, such as “urban renaissance” and “station renaissance” promoted the 

redevelopment projects and preservation, construction of new Shinkansen lines and development of new 

multifunctional stations with station fronts designed as “integrated plaza” (integurēto puraza), or focused on 

the urban function and landscape as “landscaped urban plaza” (toshi keikan hiroba), including development 

of underground plaza and roof terrace. Redevelopment projects centered on station plaza and station 

surrounding had a very big influence on the region.  
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3.4 Landscape and aesthetic issues of station plaza 

From the landscape and aesthetic point of view, the following types of station plaza can be 

distinguished: type 1 – “traffic plaza”; type 2 – “community place”; type 3 – “integrated plaza”; type 4 – 

“landscaped urban plaza”, and type 5 – “landscaped modal plaza” (Fig. 7). In principle, station plaza 

evolved from “traffic plaza” into “traffic plaza + amenity”. “Community plaza” involves features for urban 

residents. “Integrated plaza” is arranged along the connecting corridor (jiyū tsūro), extended sometimes from 

the building into station deck and unified, as one space together with outside square. Plaza can be also 

integrated with station interior (e.g. „Clock Square” (Toki no hiroba) at the Ōsaka Station City, 2011), or it 

can be an underground plaza connected to the subway station (e.g. Kyōbashi Station, where the plaza directly 

connects to the B1 floor of the “Tokyo Square Garden”, 2013), or a roof terrace (e.g. “floating garden” 

located on the roof of the north building of Osaka Station, opened in 2012). “Landscaped urban plaza” can 

be understood as a station square with outstanding landscape design (e.g. Marugame Station, 1992, designed 

by Peter Walker). It also contains a plaza-promenade, such as “nonomichi” – a feature of the “JR Chūō Line 

Mall Project”. This type of plaza includes the developments near the station along the railroad, such as 

“Trainchi Jiyūgaoka” (renewal in 2017), or along the river, such as “Shibuya Stream” (Shibuya Sutorīmu, 

2018). “Landscaped modal plaza” is featuring intermodal facilities, such as at the Oshiage Station (“Oshiage 

Ekimae Bicycle Parking”, 2013). Another example is the “East Exit Square” (2010) of Kumamoto Station, 

which has the roof shelter designed by architect Ryūe Nishizawa (Office of Ryūe Nishizawa) and built 

subsequently other structures that completely transformed the plaza into a modern urban square. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Landscape of station plaza   Fig. 8 Aomori Station building and plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 New terminal at Shinjuku Station, 2016              Fig. 10 “Marunouchi Plaza” at Tokyo Station, 2017 

 

Among issues that station plazas are facing is the fact that still they are perceived and designed as 

“traffic plazas”, giving the priority to cars. At Aomori, the station is located at the heart of the city, near the 

remarkable Aomori Bay Bridge and the “Nebuta Museum Warasse”. Although the station building has been 

improved, the plaza is still a traffic-oriented square (Fig. 8). The divided ownership of the land between 

railway operators and municipalities makes it sometimes difficult to conduct a joint design. At larger stations, 

where there are many operators, it is necessary to establish a consistent concept for the station surrounding. 
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Lack of station plaza expressing the station identity can be observed at such important and large stations, like 

Shinjuku Station (Fig. 9). New terminal consisting of „JR Miraina Tower Gate” (JR Shinjuku Miraina Tawā; 

2016) and a lower block containing a bus terminal – „Basuta Shinjuku” as well as shopping center 

„Newoman” (Nyūman) has a set of terrace gardens on the roof. Other station buildings do not have a 

distinguished station plaza. The complex is not unified in architectural and spatial sense. The maintenance 

problem can be related to poor information signs and warning signs at even very well designed plazas, such 

as the Tokyo Station’s “Marunouchi Plaza” (2017; Fig. 10). Priority on traffic and lack of landscaped plaza 

result in lack of visual connection with the city.  
There are particular functional requirements for the station plaza, such as provision of a large open space 

with a greenery, and a smooth access to other transportation modes. Station plaza should also provide a 

comfortable approach to the station, which means quick and universal access. The design should express an 

urban relation with the surroundings and should answer the demand for transportation and urban facilities on 

the plaza. From the visual point of view, the plaza should be spacious and appropriate for particular size of 

the station building. It should express a distinctive design that reflects its urban character. A plaza should 

have flexible, modern facilities related to intermodal transportation and urban function. Public art installed at 

the plaza can enhance its aesthetic quality. For example, a plaza at the Gare de Liège-Guillemins (2009; arch. 

Santiago Calatrava) contains a wide area and has a distinctive design (Fig. 11). On the other hand, equally 

impressive Berlin Hauptbahnhof (2006; arch. Meinhard von Gerkan and Jürgen Hillmer (gmp  

Architekten von Gerkan, Marg und Partner)) does not have really well designed plaza (Fig. 12). The open 

space is used for various purposes, such as sand beach and a marketplace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Fig. 11 Gare de Liège-Guillemins station plaza, 2009 Fig. 12 Berlin Hauptbahnhof station plaza, 2006 

 

 

4. Creation of a new urban space under the elevated railroads and on station plazas 
 

Transit-oriented development (TOD) in Japan is a fundamental characteristic of all central city urban 

developments. The integration of railway construction with development of areas along the line have long 

tradition (Denen Toshi Company acted as a pioneer in the 1920’s). Since the 2000, railway station 

development has become one of the most significant new urban regeneration programs, in which stations and 

adjacent railway properties are to accommodate new urban functions. In Japan, at the large stations transport 

is combined with commerce, leisure, media, fashion, information, into a “station-city”. In Europe 

developments are centered on travel services.  Plazas and spaces under the elevated railroads are important 

elements of urban fabric, and their development provides a new urban space generating public interest. 

 

4.1 How to facilitate space below the elevated railway 

A typical usage pattern, such bus terminals, taxi, car and bicycle parking, shops, restaurants, offices, and 

warehouses has undergone changes and new functions have been introduced. 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 
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sport facilities (Fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 New uses of the space below the elevated  Fig. 14 “2k540 AKI-OKA ARTISAN”, Tokyo,  

railway      2010 

 

4.2 New projects of utilizing the space under the railroads 

New uses have been realized at the new JR projects, such as the “JR Chūō Line Mall Project” (since 

2010); “2k540 AKI-OKA ARTISAN” (2010) near Okachimachi Station; “CHABARA AKI-OKA 

MARCHE” (2013) in Akihabara; “mAAch Ecute Kanda Manseibashi” (2013) and “Asagaya Anime Street” 

(2014). Also private companies utilize space below the viaducts in a new way, e.g. “Center for Arts & 

Culture under the Keihin Express Railway” (2008) between Hinodechō and Koganechō stations by Keikyu 

Corporation; “Gakudai Kōkashita” (2012) near Gakugei-Daigaku Station by Tōkyū Corporation; and the 

“Nakameguro Kōkashita” (2016), where Tōkyū Corporation and Tokyo Metro are developing further, in 

more elegant way, the concept of the “dining under the tracks”. The newest example by Tōkyū Corporation 

is the “Ikegami Line Gotanda Kōkashita” (2018) – a complex located between Gotanda and Ōsaki-Hirokōji 

stations. Restaurants and bicycle shop based on the concept of “urban experience” are to attract young 

customers. Such facilities became an important evidence 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. 

(1) “2k540 AKI-OKA ARTISAN” (2010) 

JR East Urban Development Corporation has been developing space below the elevated 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 creators’ shops (Fig. 14). It was realized under 

the theme of “manufacturing” in consideration of the local history.  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.  

(2) “CHABARA AKI-OKA MARCHE” (2013) 

Next project was the development of the “CHABARA AKI-OKA MARCHE” in 2013 near Akihabara 

Station (Fig. 15). Its concept, a “town of food culture”, traces flourishing in Kanda in the past fruit and 

vegetable markets. 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. Improved viaduct contributes to 

better perception of the Akihabara station area, which also has been developed and became more functional 

and aesthetic.  

(3) “mAAch Ecute Kanda Manseibashi” (2013) 

Another project that strengthen local community is the “Old Manseibashi Station Site Development 

Project” (2013). It includes “JR Kanda Manseibashi Building” constructed at site of the old Transport 

Museum and a riverfront deck “mAAch Ecute Kanda Manseibashi”, utilizing the space under the Chūō Line 

brick viaduct (Fig. 16). A riverfront was built using the structural remains (platform and stairs) of the defunct 

Manseibashi Station. The concept for the new commercial facility with various stores and restaurants facing 

Kanda River was “Manseibashi Salon”. 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 close-up view of passing trains. The 

important point of this project is that it is a riverfront project, based on the preservation, restoration and 
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development of historical railroads and station. It serves residents, as well as all visitors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 “CHABARA AKI-OKA MARCHE”, Tokyo,  Fig. 16 “mAAch Ecute Kanda Manseibashi”, 

2013      Tokyo, 2013     

  

(4)  “JR Chūō Line Mall Project” (since 2010) 

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

Mitaka and Tachikawa in 2010. The construction created a large space of 70,000 m2 under the viaduct. To 

prevent the perception of urban barrier and the emptiness of the area below the track, it has been developed 

with the cooperation with local administration and local community by a new company – JR Chūō Line Mall 

Co., Ltd. The concept of the “JR Chūō Line Mall” is based on two elements: a “business” that is run at the 

stations and their vicinity and a “promenade” with facilities for local residents located between the stations.  

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17 “Higashi-Koganei Community Station”,             Fig. 18 “Center for Arts & Culture under the Keihin  

Koganei, 2016                  Exp. Railways – “Hinode Studio”, Yokohama, 2008 

 

“Nonowa” – new business-type facilities have been developed at five stations: Musashi-Sakai, Higashi-

Koganei, Musashi-Koganei, Nishi-Kokubunji and Kunitachi. The concept is based on connection between 

the “nature”, “people” and “town”. New facilities consist of unique, fashionable shops, restaurants and cafes, 

galleries, various spaces combining design with greenery, for example as vertically arranged “green walls”. 

The “nonomichi” promenade has been realized near Musashi-Sakai Station, between Musashi-Sakai and 

Higashi-Koganei, and around Higashi-Koganei Station. Its concept relies on arrangement of comfortable 

walking space, a community garden or terrace, connected with the facilities supporting the lives of residents, 

like health clinics, recreation spaces, and “green spaces”. The longest section – the “nonomichi Sakai Nishi” 

has facilities for senior citizens (“COTONIOR Kunitachi”) and for children (nursery, kindergarten and 

thematic garden). There are shops, recreations plazas, parking, and the “Suicle” – shared bicycle ports for 

picking up or dropping off bicycles. At the “Higashi-Koganei Community Station” (2014, Fig. 17) there are 

attractive stores with outdoor spaces, shared offices and other facilities for local residents. The outcome of 

this projects are convenient and easy accessible facilities for local residents. 

(5)  “Center for Arts & Culture under the Keihin Express Railway” (2008) 



 51 

Among the projects by private companies utilizing the space below viaducts in a new way is the “Center 

for Arts & Culture under the Keihin Express Railway” (2008) by Keikyū Corporation, located between 

Hinodechō and Koganechō stations in Yokohama. The development coordinated between local residents, 

administration, police, enterprises, university and artists was a part of the machi-zukuri policies of urban 

renewal aiming to improve the image of the area and to make it better for local residents. The elevated 

railway runs along the Ōka-gawa River, which is passing the neighborhoods of Hinodechō, Hatsunechō and 

Koganechō. Once a notorious red-light district, the area has undergone a transformation into an enclave of 

contemporary artists. The waterfront has been improved. The project under the viaduct is an example of the 

urban renewal carried by the municipality of Yokohama. The project is part of the program by the city to 

revitalize its center by using historical buildings, warehouses, vacant offices, and similar properties as hubs 

for artistic and cultural activity, and by town development through art and culture [7]. It has been also the 

result of the national policy introduced, as the “Urban Renaissance Project” in 2000, in pursuit of nationwide 

urban redevelopment. 

The concept at the “Center for Arts & Culture under the Keihin Express Railway” was to utilize art. 

Two cultural art studios were built between Hinodechō and Koganechō stations. They became a stage for an 

event, “Koganechō Bazaar”, which is an art festival co-organized since 2008 by the Koganechō Area 

Management Center and Hatsuko Hinodechō Environmental Cleanup Association, as an ongoing effort 

towards community-renovation of the Koganechō area in Yokohama. One of the studios, “Hinode Studio” 

designed by Yokohama Graduate School of Architecture and Yoshikiho Iida Studio + SALHAUS, was 

conceived as a cultural art base under the viaduct. There are three galleries behind the glass walls, connected 

by the walkway (Fig. 18). Along with the “Koganechō Artist-in-Residence Program” artists are given 

possibility of living and working in the area. The “Kogane Studio”, designed by Yokohama Graduate School 

of Architecture, Yoshikiho Iida Studio+SALHAUS and Sogabe Lab., Kanagawa University + Mati Design, 

displays modern architecture – a combination of glass, concrete and wood (Fig. 19).  

(6) “Gakudai Kōkashita” (2012)  

Tōkyū Corporation has developed the “Gakudai Kōkashita” (2012) near Gakugei-Daigaku Station, as 

well as the “Nakameguro Kōkashita” (2016) and the “Ikegami Line Gotanda Kōkashita” (2018).  

A “Gakudai Kōkashita” consists of three areas: “Gakudai Ichiba”, “Gakudai Komichi” and “Gakudai 

Yokochō”. At the “Ichiba” there are various food stores; other stores and services are located at “Komichi”. 

“Yokochō” area (Fig. 20) consists of restaurants and bars. There is also a large supermarket – Tōkyū store, 

located under the viaduct in front of the station. The development under the track is very convenient in sense 

of function but it lacks particularly interesting design.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 “Kogane Studio”, Yokohama, 2008  Fig. 20 “Gakudai Kōkashita” – “Gakudai 

Yokochō”, Tokyo, 2012 
(7) “Nakameguro Kōkashita” (2016) 

Nakameguro Station, which is jointly operated by Tōkyū Corporation and Tokyo Metro, serves as a 

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

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

consists 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 an 

arrangement of very individual shops with outside terraces (Fig. 21). Dark interior below the track has been 
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transformed into pleasant bright space. A new “shōtengai” is reflecting the sophisticated atmosphere of 

Nakameguro area. It is useful for the commuters, as well as for visitors to the Meguro-gawa riverfront. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 “Nakameguro Kōkashita”, Tokyo, 2016       Fig. 22 “Ikegami Line Gotanda Kōkashita”, Tokyo, 2018 
                    

(8) “Ikegami Line Gotanda Kōkashita” (2018) 

The redevelopment of the elevated railroad of the Tōkyū Ikegami Line, between Gotanda and Ōsaki-

Hirokōji stations, has produced a new, 900 m2 facility for young start-ups and employees working in this 

area. The concept of “urban experience” has adopted a change in consumer style from “mono” to more 

individual “koto”. New facilities, that occupy around 230 m-long section under the viaduct, feature 13 shops 

and restaurants, including a cycle shop combined with café and other services for cyclists, such as indoor 

parking, free showers and lockers, and also restaurants such as “Doughnut Plant” and “Rio Brewing & Co.” 

(Fig. 22). Tōkyū Corporation has been focusing on the development that will redefine the dark image under 

the elevated tracks. Suppose Design Office, co., Ltd. was responsible for the architectural design. New 

facility, that matches the expectations of its users, has a new, modern image.  

 

4.3 Re-use of viaducts 

There are also projects centered on the unused space of the urban viaducts. Some historical structures 

have been completely retrofitted and assigned a new function. “Promenade Plantée” in Paris, designed by the 

landscape architect Jacques Vergely and architect Philippe Mathieuxandscape, was a first example in the 

world of designing a garden on the top of an unused viaduct. It is a 4.7 km elevated linear park located on the 

Viaduct of the Arts (1993). Saved in the 1980’s and renovated, the archways beneath the Viaduct des Arts 

now house craftsmen and artisan workshops. Currently, the park is a very popular green oasis in Paris (Fig. 

23) and the area around has been improved in sense of safety and popularity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 “Promenade Plantée”, Paris, 1993  Fig. 24 “Log Road Daikanyama”, Tokyo, 2015 

 

A portion of the High Line Park in New York, which was inaugurated in 2009, was inspired by the 

Promenade Plantée. A new European example is the “IM Viaduct” (2016) in Zurich. Historic viaduct built in 

1894 was refurbished through the injection of a series of contemporary shops and restaurants beneath the 
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arches. It also provides outdoor space and plays cultural and social function.  

A Japanese example of the re-use of viaducts is the “Log Road Daikanyama” (2015). It was built on the 

unused track of the Tōyoko Line that was relocated underground. The 220 m-long walking trail is connecting 

buildings, which are housing shops and restaurants. The pleasant human scale of the buildings results greatly 

from the proximity of the tunnel (no high-rise buildings could be constructed). Greenery and wooden 

benches provide refreshing atmosphere in the middle of the busy district of Shibuya (Fig. 24). The examples 

show that the use of abandoned viaducts has been greatly contributing to the improvement of the urbanscape.  

 

4.4 Potentials of use of space below the elevated railway  

Standard usage of the space below the elevated railways has been expanded into new uses, through the 

machi-zukuri practice and collaboration of railway companies with local governments on urban renewal 

projects. The new projects utilizing space under the viaducts (Fig. 25) focus on 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 reflect the historical heritage and character of 

the neighborhood (e.g. “CHABARA AKI-OKA MARCHE”). There are also other community facilities, like 

sport facilities and onsens, as well as facilities addressed to young company workers and their life-style (e.g. 

“Ikegami Line Gotanda Kōkashita”). New developments by railway companies and local administration are 

part of the greater urban plans. For example, in Yokohama, the improvement of the elevated railway along 

the Ōka-gawa (“Center for Arts & Culture under the Keihin Express Railway”) has entirely changed its 

urban surrounding and improved its image. The art studios below the viaduct realize the prefectural concept 

of “town development by art”, together with another topic – “water activities” realized as a part of the “Ōka 

River Reconstruction Plan”.  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 New uses of space below the elevated railway    Fig. 26 “Green wall”, Musashi-Sakai Station, 2016 

 

Railway companies have been involved in projects linking lines, stations and communities. “JR East 

Group Management Vision”, has promoted under the key phrase of “TOMO NI IKIRU” (Together) 

strengthening collaboration with local communities [8]. Within the scope of JR visions in the years of 2012-

2017, a developed “line-side brand” has been reflected in opening of the “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 (Rail Integrated Community: ensen) more attractive and convenient 

through discovery and creating new value in line-side areas and through the enhancement of the “ways of 

living” [9]. JR is promoting urban development by means such as formulation of strategies for railway lines, 

regeneration and restoration of stations and their surroundings and reorganization of 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. In the latest “JR East Group Management Vision “Move UP” 

2027”, JR is intending to expand businesses in the lifestyle services, particularly by expanding into station 

neighboring areas [10]. JR is also planning to change the emphasis from the station to the city and create 

lifestyles that enhance life and work through the development of towns [11]. New policies will be reflected 

in future developments around the stations. Within the goal of the town development (HIRAKU), the 

company will promote the rail-side projects. Also, according to the principle of improvement (MIGAKU), JR 

https://www.jreast.co.jp/e/press/2017/pdf/20171001.pdf
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will regenerate usable space underneath elevated railway tracks.  

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

railway (Fig. 25). More greenery is provided including vertical “green walls” (Fig. 26). The aim is to create 

new line-side (ensen) 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. Shops 

are becoming “super personal shops”, reflecting local potential and local community. Community facilities 

are transforming into “community station”, “station-type nursery” and “multi-generation exchanges”, where 

the youngest members of the community meet the oldest members (e.g. “COTONIOR Kunitachi”). Stylish 

restaurants are developing into “food+event enterprise”, supporting artists and creators through the “art 

space”, “DJ performance” and “digital art”. Existing facilities are flexible and changing, according to the 

local needs and local potential. The rental fee for the space under the viaducts is more affordable for small 

businesses. In some instances also unused rail viaducts have been transformed into completely new 

architectural and urban realms. Aside from two usual environments – home and work, a special social 

surrounding – “third place”(2) is also being effectively developed. 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.  
 There are many ways of using the spaces below the elevated railways and the question is – how they can 

use more effectively, more aesthetically, and more-nature and human oriented ways in the future? The key 

words should be “flexibility” – the possibility of changings the use of space; the “connectivity” – spaces 

should connect not separate two sides of the ER; and “landscape” –  new structures and spaces beneath 

should enrich their surrounding and not to destroy. The trend to provide better living conditions for all 

memmbers of the society should be also reflected in the projects of the spaces below the elevated railways, 

providing facilities which are needed, for example care centers for enfants and children for working parents. 

The spaces under the elevated tracks can be used to increase safety and convenience – convenience stores 

and other 24-hours opened shops can be located there, as well as koban. Also, more space for recreation 

should be located there, including water pools used for bathing in the summer and for skating in the winter. 

The arts that might be installed or applied at some places can increase the beauty of neighborhoods. Ligthing 

applied along and below the ER could also increase the brightness of streets located nearby. These new 

usage points along the elevated lines can be considered as new “line-side (ensen) centers”, aside from the 

larger “station centers” at the railways stations. Future use  should evolve from the “fast-life” style facilities 

towards “slow living” style, emphasizing the progress from the “richness of things” to the “richness of mind”.  

 

4.5 Design and function of stations plaza 

 Historically station building had plazas were not only functional but also visually meaningful. A plaza in 

front of Nikkō Station (2nd, arch. Torao Akashi, 1912) has landscape features (composition, monument, 

greenery, lighting) and also an information and a traffic square function. The view from the plaza extends 

beyond the neighboring streets (Fig. 27). The station building and plaza were renovated in 2017. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Nikkō Station plaza, Tochigi Pref., 2017  Fig. 28 Design and function of station plaza 

 

 Later, station plaza often had mainly function of the “traffic square”. Since the 1970’s and 1980’s, along 

with postmodernism, station renaissance and urban renewal, station squares became more creative in sense 
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of design and function. After examination of several recent projects of station plaza, various types can be 

distinguished (Fig. 7). Station plaza of Keiō Takaosan-guchi (2015; arch. Kengō Kuma) represents type of 

“landscaped urban plaza”. Similar design has a plaza at Jōshū-Tomioka (2014; arch. Makoto Takei and arch. 

Chie Nabeshima) operated by private railway company – Jōshin Dentetsu. Brick walls play various functions 

– such as simple walls, benches, partitions and bulletin boards. The same color bricks continue to the 

sidewalk, square and parking lot across the premises, which create a station front best suited for welcoming 

people to the World Heritage city. Similar character has also “Himeji Station Plaza North” (2015) designed 

by Yasushi Onodera (Office of Yasushi Onodera), Katsushi Nagumo (Nagumo Design) and Tokushi 

Watanabe (Watanabe Architects Office). A part of the plaza is located below the ground. The concept was to 

deliver pedestrians a “transit mall” (limited for the traffic)” in forms of three-dimensional “Sunken Garden”, 

“Lawn Plaza”, “Observation Deck”, and “Pedestrian Bridge”, which connects the observation deck to other 

buildings. The “Marunouchi Plaza” (2017) has also very distinctive design associated closely with the urban 

features, along with the axis leading up to the Imperial Palace. Sometimes “landscaped urban plaza” can be 

related strongly to local community and play important function for residents, such in the case of the Tenri 

Station Plaza CoFuFun (2017) and Yugawara Station plaza (2017), which are also “community plazas”. 

Station plaza is usually providing access to other transportation modes. In Kumamoto it is LRT, for which an 

architecturally interesting shelter has been constructed at the “East Exit Square” (2010). Similarly, a 

“landscaped modal plaza” is represented by the Oshiage Station. A parking for bicycles (2013) located in 

front of the station, which is jointly operated by Tokyo Metro, Tobu Railway, Toei, and Keisei Electric 

Railway, is a main feature of the station plaza (Fig. 7). The structure, with the forms of triangular grids of the 

roof, has been shaped like a hill with greenery on the top. Parking designed by Nikken Sekkei provides a 

view and it is itself a landmark. Large stations, such as Osaka, Hakata, and smaller, such as Takayama have 

their plazas connected to their main free passages (jiyū tsūro), forming a type of “integrated plaza”. At 

Takayama Station (2018) designed by architect Hiroshi Naitō, a connecting corridor has design related to the 

local culture and tradition, and a plaza is a part of this contents. Plazas are “integrated” with station buildings 

through their design, for example by adopting similar materials and colors – such as at the Hyūga-shi Station 

(2008) in Miyazaki Prefecture, also designed by Naitō. Some stations have plazas on the rooftops, as the 

“roof terrace plaza”, for example Hakata (2011), Shinjuku, Osaka and Atami. There are recreation spaces, 

beer gardens and playgrounds. Such “integrated plaza” can be on the rooftop, inside the building or 

underground, like at the Kyōbashi Station (2013). “Landscaped plazas” located along the elevated railways 

or abandoned tracks (e.g. “Trainchi Jiyūgaoka”, 2017) can have such facilities, like playgrounds, gardens, 

shops, and restaurants. Some stations located near the river take advantage of such location. At the 

Asahikawa Station (2011), designed by Hiroshi Naitō, station plaza forms a “waterfront garden” near the 

river. Also a river is an important feature of “Shibuya Stream” (2018). The function of plaza is usually 

coordinated with the local administration and it tends to progress from the traffic-oriented towards wider 

landscape-oriented, supporting life-style demands of local communities.  
 

4.6 New projects of station plaza 

The examples include stations that have been realized since 2010. Architects have been involved in some 

projects. Meaningful station design has been usually associated with similar approach towards the station 

square. Except stations located in the urban centers, such as Osaka Station City (2011), Hakata Station 

(2011), Tokyo Station City (2013) and metropolitan stations, also new local stations built for Shinkansen 

(e.g., Shin-Aomori Station, 2010; Kyūshū Shinkansen stations, 2011; Hokkaidō Shinkansen stations, 2016), 

as well as local stations for conventional trains (e.g., Asahikawa, 2011; Jōshū-Tomioka, 2014; Takaosan-

guchi, 2015; Onagawa, 2015) have often their plazas designed as a part of  the “total design” concept.  
(1) Shin-Minamata Station plaza (2011) 

One of local stations on JR Kyūshū Shinkansen has been designed by architect Makoto Sei Watanabe (he 

also designed subway station Īdabashi, Kashiwa-Campus and Kashiwa-Tanaka). The design of station 

building explored the concept of “movement”. Various pieces running parallel to each other, but on different 

angles, displayed on the elevation reflect differently light and also imitate the movement. The sculpture on 

the station square reflects the same concept (Fig. 29). The station has traffic plazas on both sides, and also 

landscaped parts with greenery, benches and information boards that form a “landscaped plaza”. Local 

shinkansen stations have their projects conducted in cooperation with local governments, as urban renewal 

developments and their function reflects the needs of local communities. Therefore, a station plaza can be 

also a type of “community place”, suiting best the local community.  
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Fig. 29 Shin-Minamata Station plaza, Kumamoto Pref., 2011            Fig. 30 Asahikawa Station plaza, 2011 

(2) Asahikawa Station plaza (2011) 

Asahikawa is a local JR station in Hokkaido designed by Naitō according to the concept “station on the 

river”. As a part of the urban development project – “Kita Saito Asahikawa”, it has been subject of a 

planning and design by JR and local government. The planning took a long time but the result is magnificent 

in sense of “keikan dezain”. The plazas on both sides are connected physically and also visually through the 

glass curtain wall. On the river-side the “landscaped plaza” is directly linked to the park along the nearby 

Chūbetsu River (Fig. 30). The design exploits natural location of the station near the river and is a type of 

“waterfront plaza”. Such design emphasizes the links between the station, the city and the river.  

(3) Osaka Station City plazas (2011) 

Osaka Station serving several operators, designed as a “station-city”, has like a city also eight squares. 

These “integrated plazas” are coordinated into overall design. One of the plazas, located centrally on the 5th 

floor of Osaka Station City where there is a bridge that runs between the North Gate and South Gate 

buildings, is the “Toki no hiroba” delivering its name from a golden clock (Fig. 7). Station complex 

performing various functions has indoor plazas, and also rooftop plazas, and the traditional plaza in front of 

the station. The plaza located in front of the new building designed by JR West, JR West Japan Consultants 

Company, Nikken Sekkei and Yasui Architects & Engineers, on the side of Osaka Station City’s North Gate 

Building, consists of a large atrium (Fig. 31) and a wider landscaped area (Fig. 32).  

Another type – “roof terrace plazas”, is represented by the “Yawaragi no niwa” located on the 10th floor 

of the North Gate Building, which is featuring a traditional Japanese-style garden. It offers relax and a great 

view over the city (Fig. 33). Above it, on the 11th floor, is located another green space – “Kaze no hiroba”. 

“Tenkū no nōen” is a small rooftop farm on the North Gate Building’s 14th floor (Fig. 34) and it is also a type 

of a rooftop station plaza. Various local vegetables, as well as herbs and fruits, are cultivated here and there 

is also a small vineyard. It reflects the newest trend of introducing agricultural experience at the urban 

stations. The South Gate Building has also a rooftop plaza – “Taiyō no hiroba”, which is a series of terraces 

on the 15th, 16th, and 17th floors and is decorated with flowering shrubs and trees. 

        

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Osaka Station atrium and plaza, 2011  Fig. 32. Osaka Station plaza 
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Fig. 33 Osaka Station – “Yawaragi no niwa”  Fig. 34 Osaka Station – “Tenkū no nōen” 

(4) Kyōbashi Station plaza (2013) 

Kyōbashi Station on Ginza Line has a plaza, which is directly linked to the 1st floor basement of the 

skyscraper “Tokyo Square Building” (2013, arch. Nikken Sekkei). This is a type of an “integrated plaza” 

located underground. Subway stations very rarely have station plazas. At the busy district of Kyōbashi it 

would be difficult to find a space for a new plaza on the ground. The coordination of the project for the 

“Tokyo Square Building” with Tokyo Metro resulted in this very effective plaza design, which provides not 

only access to a subway station and a building but also an open space for relaxation (Fig. 35).  

(5) Tokyo Station “Yaesu Exit Station Plaza” (2014) and “Marunouchi Central Plaza” (2017) 

Historical “Marunouchi Building” (1914), designed by Kingō Tatsuno, was rebuilt in 2012 according to 

original design. On the Yaesu side, the “GranRoof” was built in 2013. In 2014, a plaza on the Yaesu side 

“Yaesu-guchi ekimae hiroba”, under the “GranRoof’s” (2013) “sail”, has been finished wider than before. It 

expanded the transport hub space from approx. 32 m to approx. 45 m providing an improved taxi pool area 

and drop-off space for ordinary cars. The plaza has been finished with abundant greenery (green walls and 

trees), pedestrian network and convenient access for taxi and buses (Fig. 36). A “landscaped plaza”, which 

has been sustained through modern technologies, such as utilization of recycled water and windmill 

generators, has been a symbol of an advancement [12]. 

In 2017 was completed a plaza on the Marunouchi side, as a large open space with sakura, zelkova and 

other trees emphasizing the beauty of a historical red-brick building (Fig. 37). Tokyo Station, which is a 

landmark station in Japan, has a station plaza that has also symbolic character. The composition of this most 

important in Japan “landscaped plaza” emphasizes a central axis connecting the station, through the Gyōkō-

dōri, with the Imperial Palace (Fig. 38).  The project has been executed in coordination with surrounding city 

blocks, as a part of the urban redevelopment. A new 6,500 m2 space, called the “Marunouchi Central Plaza” 

is paved with white and gray granite to match Gyōkō-dōri [13]. A new plaza is elegant, plain, with grass 

lanes, square benches around the trees and slim LED lighting poles (Fig. 10). The traffic has been limited to 

mainly taxi and buses. At night the plaza is being lit-up.  

Tokyo Station has also underground “integrated plazas”, with the most famous “Gin no Suzu” square, 

located in the underground central passage. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 Kyōbashi Station plaza, Tokyo, 2013  Fig. 36 “Yaesu Exit Station Plaza”, Tokyo, 2014 
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Fig. 37 “Marunouchi Central Plaza”, Tokyo, 2017         Fig. 38 “Marunouchi Plaza” towards the Gyōkō-dōri 

(6) Onagawa Station plaza (2015) 

Onagawa Station designed by Shigeru Ban (Shigeru Ban Architects) was built as a terminal for the JR 

Ishinomaki Line, in a coastal town of Onagawa-chō, at the disaster stricken areas of Miyagi Prefecture. Ban 

is well-known for his minimalist architecture based on innovative and natural materials such as wood and 

paper. The three-story station facility with expressive wooden lattice roof has a viewing deck, community 

center, the “Hot Spring Yupoppo” and a large plaza covered with tiles (Fig. 39). Station building is facing a 

plaza, which is extended into a promenade connecting to the “Seapal-pier Onagawa” – a shopping mall, 

leading from the station to the sea (Fig. 40). Onagawa Station and plaza are built to revitalize the area after 

tsunami and to aid the community [14]. This is a “community plaza” with open space for gatherings, and 

with a convenient access for cars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 Onagawa Station plaza, Miyagi Pref., 2015 Fig. 40 Onagawa Station promenade 

 

(7) Yugawara Station plaza (2017) 

A new “community plaza”, with strong links to local community, has been completed at the Yugawara 

Station operated by JR East in the onsen town of Yugawara in Kanagawa Prefecture.  The plaza designed by 

Kengō Kuma has a large open space under the impressive steel&wood roof. By adopting the wood, the 

designer wanted to create a warm image associated with an onsen. There are information boards, hand spa 

“teyu”, benches – all built of the local wood (Fig. 41). A plaza with aesthetic qualities plays also the role of a 

“landscaped plaza”. Through its distinguished architecture and function, the plaza is providing a new 

meaningful entrance to the town for residents and tourists.  
(8) “Tenri Station Plaza Cofufun” (2017) 

A plaza in front of JR and Kintetsu Tenri Station in Nara Prefecture has also a character of “community 

plaza” with strong association of “keikan dezain”. The plaza’s name, “CoFuFun”, combines the main design 

motif, the ancient cofun and Japanese colloquial expression meaning happy. The plan for the 7,700 m2 area 

includes bicycle rentals, a cafe and other shops, an information kiosk, a large playground area, outdoor stage, 

and meeting area (Fig. 42). The aim of the project was to encourage revitalization of local community by 

providing a space for events, tourist information and leisure facilities for local residents. The plaza was 

designed by Ōki Satō (Nendo), who won a competition, Iwataya Architects and Kokuyo Co., Ltd.   
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Fig. 41 Yugawara Station plaza, Kanagawa Pref., 2017   Fig. 42 Tenri Station plaza, Nara Pref., 2017 
(9) Takayama Station (2018) 

JR Central Takayama Station in Gifu Prefecture designed by Hiroshi Naitō was built in 2017, and a plaza 

was completed in 2018. It is an example of an “integrated plaza”, because it has a strong feature of 

connection. Its two squares on both sides – Norikura-guchi (east exit) and Hakusan-guchi (west exit) are 

connected through the east-west free passage “tōzai jiyū tsūro” and unified. Their design reflects the 

traditional character of Takayama city. The display at the east-west free passage – the Takumi-dōri – relates 

to Takayama Matsuri. The plaza has also character of “community plaza”, as well as “landscaped plaza”. 

The design concept was to provide space convenient for tourists and at the same time to create quiet, 

relaxing atmosphere. The tiles from the old station building have been re-used for the plaza to maintain the 

link to history, while local materials (wood) and local trees are reflecting the regional character (Fig. 43). 

There is a tourist information office, bus stops, taxi pool and all facilities related to travel and sightseeing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 Takayama Station plaza at Norikura-guchi,      Fig. 44 “Shibuya Stream”, “Inari Bridge Plaza”,  

Gifu Pref. 2018              Tokyo, 2018 
(10) Shibuya Station Redevelopment, “Shibuya Stream (2018) 

“Shibuya Stream” is one of new high-rise buildings of Shibuya Station, located at the “Station Southern 

District” (eki nangaiku). The station operated by JR East, Tōkyū Corporation and Tokyo Metro has been 

already under the redevelopment for few years. Other parts that are under the development include: “Shibuya 

Scramble Square” (230 m high) at the center of the station, with a large rooftop plaza, “Sakuragaoka District 

Redevelopment” (Sakuragaoka chiku saikaihatsu) at the south-west, “Dōgenzaka 1-chōme Station Front 

District Redevelopment” (Dōgenzaka 1-chōme ekimae chiku saikaihatsu) located on the west. “Shibuya 

Hikarie” located on the east was completed on 2012. “Shibuya Scramble Square”, which will be completed 

in 2019, will consist of three parts designed by Kengō Kuma, SANAA and Nikkei Sekkei. It will become a 

symbolic building of Shibuya Station.   

Shibuya Station will have several plazas located on various levels. “Hachiko Station Plaza” (Hachiko 

ekimae hiroba) will remain at the center. The concept for station plazas has been developed since 2005 based 

on the machi-zukuri guidelines and according to the “machi-zukuri vision” of 2010. “Hachiko Station Plaza” 

will be connected on the ground level with other plazas and will be a gateway to the center of Shibuya. 

“Shibuya Station Central Location Infrastructure Maintenance Policy” (Shibuya-eki chūshin chiku kiban 
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seibi hōshin, 2012) stipulates that a station plaza needs to provide a safe space, to be coordinated with traffic 

requirements, traffic jams should be eliminated from the surrounding streets, good approach to taxi and bus 

terminal should be provided, and the station should have well-designed network of pedestrian paths. 

“Hachiko Station Plaza” will have a spatial design created for the ground level and the underground space.  

“Shibuya Stream”, a high-rise building (180 m), was designed by Tōkyū Architects & Engineers and 

Architects – Kazuhiro Kojima, Kazuko Akamatsu (Coelacanth and Associates; Cat; they also successfully 

designed Shin-Hakushima Station, 2015). The project was realized on the land, which in the past was 

occupied by the Tōyoko Line that was moved underground. Therefore, the design motifs from an old station 

have been used. The main feature of the “Shibuya Stream” is reclaimed waterfront of Shibuya River and 

plazas near the water. One plaza is located on the Inari Bridge, facing the large stairs (Fig. 44). Various 

events are held there. Another plaza is located at the Konno Bridge Square, along the Shibuya River. It is a 

waterfront area where people can enjoy seasonal events and relax. It is an interesting idea that the river has 

been connected to the station. The facades of the building along the river clearly were not designed to be 

exposed. The transformation of riverfront is very difficult. 

(11) Takanawa Gateway Station (uc) 

 New Takanawa Gateway Station is currently under construction between Shinagawa and Tamachi 

stations on Yamanote and Keihin-Tōhoku Lines. The station was proposed by JR East in 2014, as a part of 

the Shinagawa redevelopment project, conceived in light of 2020 Olympic Games. The station is planned as 

an international exchange hub by developing 130,000 m² of the Shinagawa-Tamachi area located adjacent to 

the site. The area was designated as the “Special Zone for Asian Headquarters”, where there will be 

established the regional headquarters of research and development (R&D) centres. Station planning will 

revitalize its urban surrounding. 

 The design in connection with machi-zukuri is based on the concept of JR and Kengō Kuma, who also 

designed the Tokyo Olympic Stadium. The station building with origami-inspired roof and large glassing 

will express the concept of “connection with the city”. The plaza will directly connect the station with its 

surrounding. A machi-zukuri guideline for a new station stipulates station planning together with urban 

planning (“eki-machi zukuri”) as a one unit of machi-zukuri [15]. Station plaza will have a grass lane for 

people to relax. A view from the open terrace deck will offer the sight of this green space. Station plaza will 

directly connect the station with the city.  

 

 There are many examples of well-designed and meaningful stations plazas in Japan but there are also 

stations where plazas should be improved. In Europe there are also typical station squares and very 

outstanding ones (e.g. Gare de Liège-Guillemins Station plaza, Fig. 11). Two recently completed large 

stations at Rotterdam and Vienna have their plazas playing the role of urban squares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45 Rotterdam Centraal station plaza, 2014  Fig. 46 Łódź Fabryczna station plaza, 2016 

(12) Rotterdam Centraal station plaza (2014) 

 The project for a new station contained an expansion of the main station complex and update of the 

surrounding public spaces, to improve the building's integration with its urban context. Rotterdam Centraal 

was designed by the Architect Team CS – a cooperation between Benthem Crouwel Architects, MVSA 

Meyer en van Schooten Architecten and landscape firm West 8 (Adriaan Geuze). The station is operated by 

Dutch Railways (Nederlandse Spoorwegen; NS).  

 A new multimodal station connected two different in characters sides of the station. At the main 
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entrance, an angular metal-clad canopy projecting over a public square has been installed, providing a 

gateway to the high-rise center. A modest (glass) north entrance appropriate to the character of the 

neighborhood Provenierswijk reflects character of its historic surrounding. An esplanade in front of the 

station is a simple, continuous traffic-free zone and public space (Fig. 45). To achieve this simplicity a 

parking garages for cars and bicycles have been located under the square. The plaza is connected to tram and 

cycling routes. The tram station has been moved to the east side of the station, so the platforms could 

broaden the square. Bus, tram, taxi and the area for short-term parking are integrated into the existing urban 

fabric and do not constitute barriers. The entire railway zone has become unified with the city. A truly 

“integrated plaza” is large and plain, and plays important role of an urban square. The red stone of the station 

floor continues into the forecourt, merging the station with the city.  

(13) Łódź Fabryczna station plaza (2016) 

 A new multimodal railway station in Łódź, Poland is a part of the revitalization of the city. The 

revitalization project in Łódź has been implemented in consideration of the valuable post-industrial 

architectural heritage and its preservation (regarding height, elevation features, materials, colors, details), and 

with the purpose of adaptation and construction of new facilities to create attractive public spaces. The 

project was based on urban and architectural concept of Rob Krier and designed by SYSTRA. The station is 

operated by Polish Railways (Polskie Koleje Państwowe; PKP). 

 The station building that has been newly constructed recreates the image of old station and the features 

of historical town houses in its interior design. The most distinctive feature is its enormous glass roof, which 

covers the entire main hall. New tramway terminal is located on the side of the train station. Most of the 

station facilities, including platforms, bus terminal and parking are located underground, therefore the sight 

of the building with a large forecourt is very plain. The entrance to the station hall is lower than the ground 

level but the access is barrier-free, on the slope. The gray color of station hall extends towards the plaza. The 

plaza is a landscape and integration-oriented. It is large, open and it plays a role or important urban square.  

(14) Wien Hauptbahnhof station plaza (2017) 

 The project of a new station in Vienna has been also a part of urban revitalization project. It involved 

construction of a new station building, platforms with a diamond-shaped translucent glass-and-steel roof, 

underground space, and office buildings in the Belvedere district, as well as development of entirely new 

urban district. A new station for high-speed and local trains, replacing the old Südbahnhof terminal station, 

was designed by Theo Hotz Architects and Planner. ÖBB-Infrastruktur AG is the owner and the station is 

operated by the Austrian Federal Railways (Österreichische Bundesbahnen; ÖBB). The plaza in front of the 

station is spacious and used for various event (Fig. 47). The gray tiles on the platform and in the station hall 

extend outside in form of gray and white stripes. The result of the station project with a public square was the 

revitalization of surrounding areas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Fig. 47 Wien Hauptbahnhof station plaza, 2017    Fig. New uses of station plaza 

 

4.7 Potentials and new uses of station plaza 

Station plaza, similarly to other spaces around the stations, such as space below the elevated railways, 

has undergone changes. Traditional “traffic plazas” in front of stations have acquired new functions 

associated with urban development and amenities (Fig. 48). They diverted from the squares with taxi pools, 

and plazas with little greenery, only with monuments related to their surroundings, towards larger landscaped 

urban squares. Nowadays stations, such as local Shinkansen stations, Tokyo Station, Onagawa, Yugawara, 
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Tenri, Takayama and Shibuya Station, as well as many foreign stations, being a part of urban revitalization 

projects play also urban function. Station plaza has become an important representative urban square. It also 

contains services, for example tourist information and disaster prevention. Plazas designed by architects and 

landscape designers have high aesthetic qualities. Through their landscape design they are forming a new, 

attractive urbanspace. The multimodal characteristics of contemporary station is reflected in plaza design. At 

larger stations, such as Rotterdam Centraal, the multimodal connections have been moved underground to 

preserve undisrupted open space. Urban squares are featuring the venue for local activities, events and 

festivals (e.g. Onagawa, Yugawara, and Tenri). Station squares are symbolizing urban gateways. Almost all 

station plaza designs reflect history of their surrounding and have function addressed to local communities.   

Some station plazas, for example rooftop gardens, reflect agricultural experiences (e.g. Osaka Station 

City). It is the newest trend of introducing agricultural experience at the urban stations. The trend is also 

present at the elevated railways. One of such projects – the “Tokyo salad” – has been realized by Tokyo 

Metro beneath the viaduct of the Tōzai Line, near Nishi-Kasai Station. The vegetables are grown without soil 

or pesticides, using artificial type of light. This trend towards slower life-style (slow living), nature-oriented 

might be the feature of the next-generation station plaza. Greenery is a desirable element of all open urban 

spaces and it should be accomodated more in future projects. Landscaped plazas might improve the image of 

the city.  

Station plazas should play in future important role of new urban space. Plazas in front of railway 

stations should be considered by urban planners as important places, which can have flexible function and 

continue to act as urban plazas even after closing of certain stations. The potential use can stronger embrace 

urban links to express the urban identity. At the prone to disaster areas, station plazas can be the valuable 

assets providing large open space and facilities for disaster prevention.  

 

 

5. Conclusion 
 

The urban transportation projects should consider railway stations, the spaces under the viaducts, station 

plazas and underground spaces as important railway and urban assets. Elevated railways and station plazas 

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

for local residents, as well as for the entire town. Structural design of viaducts should satisfy the aesthetic 

requirements. Station plaza should have design appropriate for important urban squares. The space below 

viaducts is providing many opportunities for its use. Nowadays, the usage of such space is concentrated on 

reviving communities living along the line and relating to new life-styles. Renovated historical viaducts or 

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

which before were empty, seldom visited, now attract new flows of people. Station plazas because of their 

location and proximity to transportation modes are very important urban open spaces that can play many 

urban functions.  

From the railway companies’ point of view, new developments are mainly concentrated on enhancing 

profitability. However, at the same time, thanks to involvement of local governments, they are also 

benefiting the local communities and improving surrounding areas. Aside from two usual environments – 

home (“first place”) and work (“second place”), a special social surrounding – a “third place” is also being 

effectively developed. In future, the space under the elevated tracks can be used to increase safety, 

convenience, to provide more and better recreation, e.g., water pools used for bathing in the summer and for 

skating in the winter. 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, and a better adjustment of diversity of facilities for particular communities. Arts and 

lighting can increase the beauty and underline the characteristics of the neighborhoods. These new usage 

points along the elevated lines can be considered as the new “line-side centers”, aside from the larger 

“station centers” at the railways stations. Station plazas can also overtake new roles and act as important 

urban squares. New developments will more reflect the neighborhoods’ identity – the “sense of place”. It 

also includes the preservation of historical architecture and structures that are the source of local 

characteristics. New projects should expand the meanings of the “flexibility”, the “connectivity” and the 

“landscape” of the ER. Station plazas should enhance the urban greenery and improve the “landscape”. 

Future use should evolve from the “fast-life” style facilities towards “slow living” style, emphasizing the 

progress from the “richness of things” to the “richness of mind”. 

The landscape design under the railroads has still a lot of potential. It can be improved on larger scale 
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and bring profits both to railway companies and local communities. Station plazas may provide necessary 

open spaces in large cities, increase the identity of smaller towns, improve the communication within the 

society, improve the quality of life people living near the stations and contribute to development of tourism.  

 

 
(1) 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) was opened in 1903. 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. 

(2) In community building, the “third place” is the social surroundings, e.g., cafes, clubs, libraries, parks, etc., separate 

from the two usual environments of home (“first place”) and office (“second place”).  
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本研究では，日本橋地域の奥深い歴史，誇るべき文化の形成過程を，土木・まちづくりの視点からスポ

ットし，その隠れた魅力を解き明かすことにより，日本橋地域がより一層魅力あるまちとして持続的に発

展するための可能性を提案する． 

平成30年は，日本橋地域における微地形，サイン計画，特徴的な風景，水辺復活について，それぞれ状

況を整理し，現状の評価及び今後の方向性の検討を行った．また，日本橋浜町及び人形町に焦点を当て，

それらの考え方を適用したケーススタディを行い，今後の方向性を提案した． 

 

     Key Words : micro-topograph, scheme of historical sign, characteristic landscapes of Nihonbashi, 

waterfront revival 

 

 

1.  研究概要 

(1) 研究背景 

日本橋地域は江戸・東京において，長期に渡り経

済・流通の中心であった．江戸五街道の起点であったお

江戸日本橋は，今でも主要道路につながる交通の要衝と

なっている．また，架橋106年を経過している「日本

橋」は日本橋地域のブランド力をもち，重要な役割りを

発揮している．ただ，日本橋地域にはまだ広く知られず

に埋もれている地域資源・地域文化が残されている． 

このような日本橋がさらに魅力あるまちとして発展

するために，日本橋の地域特性を，その奥深い歴史，誇

るべき文化について土木・まちづくりの視点からスポッ

トを当てた調査・分析を行い，日本橋地域の再評価を行

うことは大変意義のあることであると考える． 

 

(2) 研究目的 

本研究はこれまで国土文化研究所が進めていた日本

橋の水辺再生・観光を切り口とした研究を再整理し，新

たに土木技術からのアプローチによって研究を深化させ，

日本橋地域をフィールドとしたステークホルダーに向け

た地域貢献を展開することを目的とする． 

 

(3) 本研究の対象エリア 

本研究の対象エリアは，日本橋エリア，小伝馬町・

大伝馬町エリア，人形町エリア，浜町エリアとする．今

期は当社の地域貢献活動への寄与を意識し，当社の周辺

である人形町エリア，浜町エリアを中心に検討を行った． 
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図-1 本研究の対象エリア 

 

2.  既往研究の整理 

(1) お江戸日本橋研究 

平成17年に実施された「お江戸日本橋研究」は，日本

橋地域について，人口，商業，公園といった切り口から，

地域の課題を抽出するとともに，日本橋の歴史について

も整理している． 

それらを踏まえ，日本橋を中心とした東京の将来都

市構造及び将来交通体系について検討し，今後の日本橋

地域のあり方について提言を行っている． 

 

(2) 日本橋再生研究 

平成20年に実施された「日本橋再生研究」は，日本橋

の歴史的変遷をとりまとめ，地域の成り立ちや戦後の転

換期を経た日本橋の姿を整理している． 

また，日本橋川の賑わい再生への試みとして，①江

戸東京再発見コンソーシアム構築，②国際観光舟運シン

ポジウム，③舟運事業，④街めぐり事業を実施した． 

それらの知見を活かし，「日本橋川に空を取り戻す

会」の提言に沿って地元で立ち上げられた「日本橋再生

推進協議会」に委員として参画し，将来のまちづくり構

想について，技術的な提言を行っている． 

 

(3) 日本橋地域再生研究 

平成21年にまとめられた「日本橋地域再生研究」にお

いては，地域の一員として日本橋地域再生案の議論に参

加し，河川再生や舟運計画の案についての研究成果が報

告されている．また，日本橋地域をはじめ，港区，千代

田区を含む広域の観光資源開発に取り組んでいる． 

さらには，日本橋ルネッサンス委員会，NPO 法人東

京中央ネット，日本橋再生推進協議会等の活動に積極的

に参画し，当社のプレゼンスの向上に寄与している． 

 

(4)「まちニハ」実現化方策に関する研究 

平成25～26年に実施された「「まちニハ」実現化方策

に関する研究」は，「まちニハ」実現化に向けた課題と

実現化方策について検討し，密集度の高い都市部におけ

る「まちニハ」実現性を検証した．「まちニハ」は，中

村が提案した概念であり，「庭園というのは景色がよく，

山水の気配がみなぎっている．そして同時にそこが共同

体のさまざまな行事が行われる場所である．」1)と言う

ように，庭園としての「ニワ＝庭」と，共同活動の場所

としての「ニハ＝場」双方の意味を併せ持つ空間である． 

研究において，平成25年は，「まちニハ」の概念・成

立条件を整理し，評価軸を明確にした上で，浜町・人形

町界隈を対象として「まちニハ」の現状評価を行うとと

もに，浜町緑道のあり方について検討している．平成26

年は，「まちニハ」の概念を再整理する中で，公－私の

相互補完性に着目し，「まちニハ」実現化のポイントを

ノウハウ集として整理している．また，浜町緑道に適用

したケーススタディの提案を行い，提案の有効性を検証

し「まちニハ」実現化に向けた課題をとりまとめている． 

 

これらの日本橋の水辺再生・観光を切り口とした研

究は国土文化研究所が中心となり進めてきている．本研

究においては，それらを踏まえ，新たに土木技術や歴史

的なアプローチを加え，以下のテーマについて検討を行

った． 

○日本橋地域の歴史・文化に係る現状調査 

・日本橋地域の歴史・文化研究 

・日本橋地域の郷土・歴史サインの調査研究 

○日本橋地域魅力復活プロジェクト 

・ 景観・観光スポット発掘の調査研究 

・「浜町川水辺復活」プロジェクト（素案） 

 

3.  日本橋地域の歴史・文化に係る現状調査 

(1) 日本橋地域の歴史・文化研究 

ここでは，微地形に着目し，地質・地形に関するデ

ータ・資料の収集・整理を行い，日本橋地域の立地条件

の基礎となる地形・地質的背景を整理した． 

また，「浜町川水辺復活」プロジェクトに関連する

地形・地質の情報について，日本橋浜町周辺レーザープ

ロファイラ地形データを用いて作成した地形表現図を用

いて検討した． 

・日本橋地域の立地条件の基礎となる地形・地質的

背景について，微地形や構成地質，地質構造等に

着目して資料収集・各種解析を実施し，歴史的な

町の成り立ち・発展の裏付け資料として整理した． 

・日本橋浜町周辺における微地形・地質構造図の概

略調査をして，歴史的なまちの成り立ち・発展の

裏付け資料として整理した． 

 

日本橋エリア，小伝馬町・
大伝馬町エリア，人形町エ
リア，浜町エリア 



 

 66 

a) 地形概要 

以下に，対象区域の標高地形図を示す．対象区域の標

高は TP+2～4m程度の隅田川河口付近の右岸低地に位置

し，常盤橋～日本橋付近は砂州が南北に形成される．日

本橋から下流側は左岸が氾濫平野，右岸が埋立地に分類

され，旧水面上の盛土・埋土地に該当する．日本橋川は

江戸時代に築造された人工の掘割河川である． 

 

図-2 対象区域周辺のデジタル地形図 

 

b) 地質概要 

東京の低地には，有楽町層上部（砂質土層）と有楽町

層下部（粘性土層）と呼ばれる軟弱な沖積層と，七号地

層と呼ばれるやや締まった沖積層（新生代第四紀完新

世）が分布している．これらの分布は，関東平野の地形

の変遷と密接に関係しており，氷期・間氷期の海面低

下・上昇に伴う海水面の変化により堆積した低地の主部

をなす表層の地層である．また，沖積層の基底は約 2万

年前の最終氷期の最大海面低下時に形成されたものであ

る． 

 

c) 微地形と浜町，日本橋付近の地域特性 

レーザープロファイラ地形データ（PAREA-LiDAR 2m

グリッド level3）を用いて微地形を表現した地形表現図

を作成し，古地図等と比較し微地形に残されている歴史

的サインについて検討した． 

使用したデータの範囲は以下の通りである． 

6メッシュ（LD0434，LD0435，LD0436，LD0534，LD0535，LD0536） 

データ間隔：2m 

データ精度：高さ精度±15cm 水平精度±30cm 

 
図-3 2m地形データから作成した対象地域周辺の標高

段彩図（標高が高いほど茶色，低いほど紫色とし，地形の高低を表現している） 

 

d) 浜町川跡に残された橋の痕跡 

以下に浜町川の周辺の微地形から，中の橋交差点付近

には周辺より約 1mの微高地が認められることが分かっ

た．昭和 8－10年の地形図と微高地となっている場所を

比較したところ，それらの微高地は元々浜町川にかけら

れた橋の場所と一致していた． 

浜町川や浜町川にかけられた橋は，全て埋め立てられ

現在は道路となっているが，微地形にその痕跡が明瞭に

残されていることが判明した．また，これらの橋跡の微

高地は現地でも目視で確認することができ，浜町川の痕

跡を感じられる歴史的サインとなりうる． 

 

図-4 浜町川跡に見られる橋の名残（微高地） 

背景図：昭和 8-10年地形図 

 
図-5 中ノ橋跡地の現地状況写真 

交差点の中心が 
若干盛り上がっている 
→中ノ橋の名残 

蠣浜橋 

中ノ橋 

浜州橋 

川口橋 

隅

田

川 

日本橋川 

浜町

公園 

対象区域 
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(2) 日本橋地域の郷土・歴史サインの調査研究 

ここでは，日本橋地域における望ましい郷土・歴史サ

インのあり方について研究を行った． 

 

a) 日本橋地域のサインの現状 

日本橋地域の現在のサインをみると，統一性のない規

制サインや機能していないサイン，まちに埋もれたサイ

ン等が散見される．一方，明治座の「のぼり旗」や民間

主導のソフト的なサイン等，まちのイメージを創出して

いるサインも見受けられる． 

 

  
図-6 統一性のないサイン 

 

 
図-7 明治座の「のぼり旗」 

 

b)「日本橋地域のサイン計画」の定義 

「日本橋地域」におけるサイン計画は，自治体や施設

管理者が行う地図情報とエリア内の動線計画を主な目的

とした「インフラとしてのサイン計画」とは性質が異な

る． 

郷土・歴史・文化などに根差した魅力あるまち「日本

橋地域」を，「サイン」としてどのように表現できるか

を検討する必要がある． 

 

c)  一般的な「インフラとしてのサイン計画」との違い 

一般的な「インフラとしてのサイン計画」では，まち，

道路，施設等，案内・説明する”モノ”が実物として存

在している． 

一方，「日本橋地域のサイン計画」で案内・説明する

のは，”モノ”だけではない．歴史上の出来事，現在は

すでに存在していないもの，風俗的な情報等も含まれる

ことが望ましいと考える． 

 

d)  日本橋地域のサインの基本的な方向性 

上記を踏まえ，対象エリア内に点在する歴史・文化的

または象徴的な様々な場所や施設をピックアップし，同

じ種類・テーマごとにグルーピングを行う． 

また，組み合わせによる「移動ルート」の提案なども

行うことで，本研究おススメの「セレクトコース」など

の提案も可能となる． 

情報のアウトプット方法としては，情報拠点の整備や

歩道や道路付帯施設へのマーキングによるルート指示等

が考えられる．また，店舗等へのサイン計画への協力依

頼とガイドライン等の作成，Webと連携した情報提供の

仕組みの構築も引き続き検討を行う． 

   

図-8 歩道へのマーキングによるルート指示 

 

4. 日本橋地域魅力復活プロジェクト 

(1) 景観・観光スポット発掘の調査研究 

ここでは，様々な角度から，誇りある日本橋のまちを

代表する風景を「日本橋風景 10選」としてピックアッ

プすることを目的とし，調査研究を行った． 

 

a) 日本橋地域らしさの評価 

日本橋地域（浜町・人形町界隈）の風景について，地

域らしさを表す観点として，「歴史・文化の観点」「う

るおい創出の観点」「地域資産維持・継承の観点」「に

ぎわい形成の観点」などを定義し，その評価を試みた． 

 

b) 日本橋地域らしい風景の抽出 

上記の観点から，該当する浜町・人形町界隈の風景を

30数点抽出した．それらを分類別に見ると，以下のよ

うになる． 

①公園・道路・橋梁など，特別の歴史性，地域資産価

値を有すると考えられるもの． 

②一般建築のうち，集客性の高いもの，景観的特殊性

があると考えられるもの 

③神社仏閣など伝統的宗教施設であると考えられるも

の 

④再開発事業により，新たに生まれた広場・緑道など 

⑤中央区近代建築物 100選に選ばれた近代建築 

⑥その他（モニュメント）など 
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c) 日本橋風景 10選（案） 

これらの中から，地域らしさの普遍性・一般性があり，

また今後の存続に継続性があると考えられるものに絞る

ことで，「日本橋風景 10選（案）」を挙げることとし

た（下表欄に◯で提示）． 

表-1 日本橋風景 10選（案） 
 

名称 特徴及び選定理由 
10
選 

1 浜町公園 震災復興公園のうちの１つ ◯ 

2 明治座 東京を代表する観劇施設 △ 

3 大門通り 江戸初期の吉原遊廓があったことに
よる道路愛称名 

 

4 笠間稲荷神社・東京別
社（寿老人） 

日本橋七福神， 
五穀・水産・殖産の守護神 

 

5 松島神社（大黒神） 日本橋七福神  

6 水天宮（弁財天） 日本橋七福神，安産信仰 ◯ 

7 末広神社（毘沙門天） 日本橋七福神  

8 小網神社（福禄寿） 日本橋七福神，中央区文化財 ◯ 

9 茶の木神社（布袋尊） 日本橋七福神  

10 日本橋教会 東京日本基督公会の創立者の 1人
北原義道が設立 

 

11 トルナーレ広場 再開発事業で生まれた広場 ◯ 

12 トルナーレ南側緑道 再開発事業で生まれた緑道 △ 

13 金比羅宮 中洲埋め立てで生まれた神社  

14 大観音寺横細い路地 小料理屋街の面影を残す ◯ 

15 清洲橋 震災復興橋梁 ◯ 

16 清洲橋通り 震災復興道路（ケヤキ並木） △ 

17 甘酒横丁 伝統的老舗が残る商店街 △ 

18 金座通り 金貨鋳造等を行った通り  

19 浜町緑道 浜町川が喪失してできた緑道 ◯ 

20 荒汐部屋 毎朝稽古場を見学できる部屋  

21 蛎殻町公園(旧有馬邸) 震災復興52小公園 ◯ 

22 ロイヤルパークホテル 羽田直結の高級ホテル  

23 日本橋公会堂 日本橋劇場（旧日本橋区役所）  

24 ギンビスビル よく目につくペントハウス  

25 リバーゲートビル 隅田川に面した景観良好なオフィス
ビル（風を呼ぶ中空） 

 

26 隅田川プロムナード 隅田川右岸水際の水辺テラス ◯ 

27 箱崎公園 吉田松陰の銅像があるリニューアル

公園 

 

28 からくりやぐら時計 街のシンボルとなるやぐら時計 ◯ 

29 震災避難記念碑 震災犠牲者の 1 万有余の命を救っ
たといわれる避難橋 

△ 

30 清正公寺 文久元年（1861）に熊本本妙寺別院

とされ，後に清正公寺に 

 

31 うぶやけ 天明3年（1783）創業の刃物店 

中央区近代建築物100選 

 

32 芳味亭 明治8年創業の老舗洋食店 
中央区近代建築物100選 

 

33 高柳豆腐店 銅板貼りの看板建築の典型例中央
区近代建築物100選 

 

34 魚久本店 角地型モルタル看板建築代表例中
央区近代建築物100選 

 

35 ゾートスサロンひらさわ モルタル看板建築の美容院 
中央区近代建築物100選 

 

36 永楽屋シャツ店 中央区近代建築物100選  

 

(2) 「浜町川水辺復活」プロジェクト（素案） 

日本橋川との分岐点から隅田川との合流地点まで，

浜町川にせせらぎを復活させることは，景観，環境，ま

ちづくり等の観点から意義があると考え，パイロットス

タディとして，日本橋浜町の浜町緑道において検討を実

施した． 

 

a) 浜町川の成り立ち 

浜町川のあった日本橋浜町一帯は，神田川，隅田川，

日本橋川，箱崎川に囲まれた地域であり，浜町川は，周

囲の竜閑川，岩井川とともに，この地域内を通る水路と

して人工的に整備された水路である． 

箱崎川およびその支川は，現在の首都高速6号向島線

の位置にあり，日本橋川と隅田川をバイパスする水路で

あった（現在は廃滅）． 

浜町川は，江戸の初め（1615年頃）に箱崎川から掘り

込まれ，水路として活用されてきた．その後，別途1657

年頃に防火堤防として構築された竜閑川と，1691年頃に

接続し浜町川と竜閑川はL字型の水路となった． 

さらに1883年（明治16年）に竜閑川接続点から神田川

までを新規開削し（岩井川部），浜町川は隅田川とつな

がる運河となり，この地域の水路網が形成された． 

 

図-9 浜町川と周辺の水路の整備 

構築された水路網は明治，大正と活用されたが，戦

争後（1948年以降），水路整備について大幅な見直しが

あり，徐々に水路網は姿を消すこととなる． 

1948~50年にかけて，浜町川は隅田川から小川橋（現

在の久松警察署付近）までが埋め立てられ，半分の水路

は廃滅となった（岩井川を含む）．同時に竜閑川も埋め

立てられ廃滅となった． 

その後，高速道路および東京シティエアターミナル

（TCAT）の整備に伴い，1971年に箱崎川本流，1972年

に箱崎川支川と浜町川が，埋め立て廃滅となった．その

後，浜町川の一部は緑道として整備され，現在の姿とな

った． 
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図-10 浜町川と周辺の水路の廃滅 

 

b) 浜町川跡地（現状） 

浜町川を含む水路網は，緑道化された浜町川の一部

を除き，その名残はほとんど見受けられない． 

現在，日本橋川と浜町川を接続していた竜閑川は廃

滅され，ビルとビルの間に狭い道路（路地）となってい

る．隅田川と接続していた浜町川北部（岩井川）も同様

である． 

浜町川の下流にあった箱崎川（本川）には，現在，

首都高速道路が構築され，支川のあった場所は宅地化さ

れ，東京都の下水ポンプ場の放流渠が支川があった位置

付近に設置されている． 

一方，緑道には，中央区の設置した小さな親水公園

があり，かつての浜町川を感じさせる． 

現状，公図をみると，緑道内には消防署が設置され

ているところが東京都の所有となっているが，それ以外

の緑道部のほとんどが中央区の所有となっていることが

わかる． 

 

図-11 浜町緑道の所有者（公図調べ） 

また，かつて水路であったことから，緑道およびそ

の西側の道路には，下水道（合流）が埋設されており，

浜町川が当時，この地域の生活排水および雨水排水を担

っていたことが窺える． 

緑道内には土被り3m弱のところに□2250×2200mm~〇

1250mmの下水管があり，西側の道路には土被り17.5mの

ところに馬喰町幹線（〇3750mm）が埋設されている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 緑道と下水道埋設位置の関係 

 

c) 水源等にかかる検討 

浜町川緑道に水路等を設置する場合，その水源と排

水先が必要となる．先に述べたように，浜町川を含む水

路網は，現在廃滅されており，緑道化された浜町川の一

部を除き，その名残はほとんど見受けられない． 

浜町川緑道に設置する水路の水源と排水先の考え方

を以下に示す． 

表-2 緑道部に浜町川を復活させるための水源（1） 

 日本橋川 隅田川 神田川 

概要 日本橋川の
水を水源と
する． 

隅田川の水
を水源とす
る． 

神田川の水
源とする． 

導水方法 かつての竜
閑川－浜町
川のルート
もしくは日
本橋小網町
付近から取
水し浅草線
沿いを通る
ルート（最
短）等 

浜町公園北
部から久松
町交差点を
通るルート 

かつての岩
井川ルート 

留意点 〇河川管理者（東京都）の許可が必要 

〇導水および揚水・送水設備の設置に費
用を必要となる外，ポンプ等の維持管理
を要する． 

 

表-3 緑道部に浜町川を復活させるための水源（2） 

 再生水 水道水 

概要 下水道処理場で高
度処理された再生
水を水源とする． 

水道水を水源とす
る． 

導水方法 現在，浜町川緑道 ― 

東京都 

東京都中央区 
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 再生水 水道水 

近傍には供給エリ
アはない．永田町
霞が関地区，汐留
地区へ供給してい
る芝浦水再生セン
ターあるいは，臨
海地区に供給して
いる有明水再生セ
ンター等から，導
水管を布設し供給
する． 

留意点 〇使用料金が必
要：260円/m3 

〇人が触れる親水
利用には滅菌処理
が必要 

〇使用料金が必
要：150~120円/m3 

〇渇水および民意
への配慮から，最
小限の利用が望ま
しい 

 

表-4 浜町緑道に設置する水路の水源と排水先 

 排水路の 

設置 

下水道への
排水 

水路内循環 

概要 かつての浜
町川は箱崎
川等を流下
先としてい
た が ， 現
状，箱崎川
跡地は首都
高速が建設
さ れ て い
る．このた
め，排水先
を隅田川と
する． 

浜町川緑道
付近に布設
されている
下水道へ排
水する． 

浜町川緑道
に設置する
水路の流末
に上流に送
水するポン
プ を 設 置
し，水を循
環させる． 

留意点 〇河川管理
者 （ 東 京
都）の許可
が必要 

〇排水管お
よび排水ポ
ンプ等の設
置が必要 

〇下水道料
金が発生 

〇水質が悪
化すること
から，ろ過
施設等の設
置が必要 

 

d) 浜町緑道の魅力向上アイディア比較案 

＜比較検討するための前提条件＞ 

これまでの検討により，浜町緑道と下水道埋設位置

の関係からは，φ3.75ｍの下水道幹線は緑道敷地の範囲

にはなく，隣の道路敷の10ｍ以下の深い位置に設置され

ている．また，緑道の直下の3ｍ弱に深さには下水管

（φ2.25程度）が埋設されていることがわかっている． 

それらを踏まえると，浜町緑道の上面に新たに親水

水路を流すとすると，もちろん雨水排水の機能を含める

必要はないため，基本的な水路のスケール規模は次のよ

うに考えることとする． 

＜前提1：水路断面の規模は大きくない＞ 

・「浜町川復活プロジェクト」のいう言葉は，かつて

の「舟運機能」や「雨水排水機能」を復活するの

ではなく，「親水機能」もしくは「環境改善機

能」を目的とした，比較的浅い水深で，比較的小

規模なスケールを想定するものとする． 

・なぜならば，「舟運機能」はすでに陸上交通にとっ

て変わられており，仮に観光的なクルーズ船を想

定すると，新たな橋梁の架設や水門の創設など，

必要以上に規模の大きな対応が求められる．また，

「雨水排水機能」は浜町緑道整備前に新たな下水

道幹線が設置されている． 

 

＜前提2：既存の緑道における広場機能，通行機能は

確保する＞ 

・緑道機能を維持した上で水路機能を再現するには，

利用安全面としては水深は浅くする必要がある．

また，水路の幅については，既存の緑道の広場機

能（例えば「花見広場機能」や「散策通行機能」

など）を確保することが条件となる． 

 

＜前提3：水路幅と規模について＞ 

・既存の浜町緑道の脇にある道路幅の一部を制限して，

逆に緑道機能を拡げて，広場機能を確保したうえ

で水路幅を新たに設ける． 

・水路幅については，「浜町川水辺復活プロジェク

ト」をどのように捉え，現実の制約条件をどれだ

け変えられるかによって大きく異なってくる．こ

こでは，「水辺復活」を「水の流れのイメージ復

活」ととらえて，新しい緑道イメージの魅力アッ

プを目指すこととする． 

 

上記の検討結果を踏まえ，浜町緑道の魅力を向上さ

せる改良案を3案検討した． 

○改良案 1）テーマ：浜町緑道リニューアル案 

 

 

 

・幅 6～7ｍの緑道は道路敷より 1.0

ｍ近く高くなっている． 

・両サイドに既存の鉄柵があるた

め，横断方向の移動が出来ない． 

・緑道の両側の車道・歩道を含める

と，緑地環境や水辺環境を十分活

かしているとはいえない． 
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○改良案 2）テーマ：緑道を片側に広げ，幅広い水の流

れをつくる 

 

 

 

○改良案 3）テーマ：「緑道＋道路」の再利用をめざし

て，道路をコミュニティロード化し，緑道は沿道と一体

になった広場化する 

 

 

 

5．まとめ 

今期の研究で得られた成果は，以下のとおりである． 

a) 微地形については，今期はレーザープロファイラ地

形データを用いて分析することにより，日本橋地域

の地形・地質の成り立ち，日本橋浜町における微地

形，橋の名残等を把握することができた． 

b) サイン計画については，「日本橋地域」におけるサ

イン計画を定義し，そのあり方の方向性を提案した． 

c) 景観・観光スポット発掘については，人形町及び浜町

における日本橋地域らしい風景を抽出し，普遍性・

一般性のある風景のある風景および魅力を日本橋風

景 10選（案）として提案した． 

d) 浜町川復活プロジェクトについては，権利関係・埋

設物等を調査するとともに，水辺復活にあたっての

水源及び排水先について技術的な検討を行い，水の

流れを復活させた浜町緑道の改良案を提案した． 

 

6． 今後の進め方 

今後は、以下のように検討を進めることを想定する． 

a) 微地形については，土木学的情報・歴史的背景を整

理し，仮説を設定した上で，道路や橋，都市設計，

歴史，それぞれの専門の技術者と議論を行い，土木

的視点や歴史的視点を加える必要がある． 

b) サイン計画については，ターゲット・効果等の再検

討を行うとともに，コンテンツの整理・作成し，日

本橋地域のサイン計画の立案を行う． 

c) 景観・観光スポット発掘については，対象を日本橋地

域全域に拡大し，改めて日本橋風景 10選を検討する． 

d) 浜町川復活プロジェクトについては，まちづくり，

交通，水辺，下水道等の技術的要素を再整理し，そ

の実現可能性について検討する． 

e) 地元地域に住み，働く人々が現在の浜町緑道に対し

てどのような再整備を求めているかについて，地元

のニーズを可能な限り把握する． 
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A FUNDAMENTAL STUDY ON CHARACTERISTICS OF NIHONBASHI AREA 

 

Yuki Takagi, Koji Okamura, Yoshihisa Uchi, Ryohei Nishiyanagi,  

Maho Hosobuchi, Katsuya Kinoshita, Kanako Miya, Masahiro Chonan 

 
In this research, we focus on the history and the process of forming a proudable culture of the 

Nihonbashi area from the viewpoint of civil engineering and town development,  and unravel its hidden 

appeal, the Nihonbashi area develops continuously as a more attractive city proposing possibilities for . 

In the year of 2018, we analyze the micro-topograph, scheme of historical sign, characteristic 

landscape and waterside revival in the Nihonbashi area, respectively, and evaluated the current situation 

and examined the future direction. In addition, focusing on Nihonbashi Hamacho and Ningyocho, we 

conducted a case study applying these ideas and proposed future direction.  

・かつての浜町川をイメージして，

幅 2～3ｍの水路を設置すること

で，浜町川復活をイメージする． 

・両サイドの鉄柵をなくし，広がり

のある緑道空間とすることで横断

的なつながりが実現するが，自動

車交通との安全に配慮しなければ

ならない． 

・東側の道路幅を狭めて，その分緑

道空間の幅を拡大する． 

・歩行空間を重視して，水路は幅の

狭い筋状のものとする． 

・両サイドの鉄柵をなくし，広がり

のある緑道空間とする． 

・道路空間については，基本的には

住民の総意を確認の上，車線を減

らすか，または通行禁止すること

を決定する． 
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我が国は、国宝、重要文化財をはじめ多くの文化遺産を有し、近年大規模な地震により甚大な被害を受

けている。南海トラフ地震、首都直下地震などが近く起こる可能性が指摘されており、地震火災が発生す

ると文化遺産を含む地域が焼失する可能性を有している。文化遺産は観光資源のひとつでもあり、地震火

災から文化遺産を含む周辺地域の焼失を防ぐことは、文化財防災の重要な課題である。 

本論文は，防災対策事業による減災効果などの評価手法、事業化に向けた提案手法の研究についての取

り組み２年までの成果を紹介するものである。 

 

 Key Words :Cultural heritage, Earthquake fire, Disaster measures, Cost effectiveness, Proposal technique 

 

1.  はじめに 

我が国は世界遺産をはじめとして、国宝、重要文化

財等の文化遺産を数多く有しており、国をはじめ関係自

治体、文化財所有者などの努力により文化遺産が保全さ

れてきた。これらの文化遺産は、観光資源としても重要

な要素ともなっており、今後も後世に残していく必要性

が増している状況にある。これまでの文化遺産の防災対

策は、通常の火災や風水害に対するものであって、大規

模地震で発生する地震火災などに対しては十分であると

はいえない状況である。 

阪神・淡路大震災を契機に、国に対して日本の文化

をまもる取り組みを行政に働きかけ、近く起こるとされ

る東南海・南海地震等が発生する前に、早期に実現する

ための活動組織として、「地震火災から文化財を守る協

議会」が平成９年に設立され、当社は協議会の事務局と

して活動している。活動成果として京都市の産寧坂伝統

的建造物保存地区の防火防災計画の立案、消火システム

の設計を行い、平成 23 年にパイロット事業としての消

火システムが完成した。 

しかしながら、当該地区以外の地区防火・防災対策

事業では、助成金・補助金適用の制約や法的規制等から、

その後新たな事業化は進んでいない状況である。 

あらためて、文化遺産の防災対策を進める上で、地

域のまちづくりと連携した取り組みとするためには、防

災対策事業の費用対効果を定量的に評価できる手法を確

立する必要があると考える。そのため、文化遺産を含む

地域の資産価値や大規模地震などによる被害額、防災対

策事業による減災効果などの評価手法に関する研究・提

案を立命館大学と共同して行った。 

本論では、東福寺周辺地域を例にとり、文化遺

産の資産評価手法(案)について検討した結果を報

告するものである。 

2.  資産評価の考え方 

2.1 価値評価の対象文化財 

 我が国の文化財は、大きく分けて(1)有形文化財、(2)

無形文化財、(3)民俗文、(4)記念物、(5)文化的背景、

(6)伝統的建造物群、(7)文化財の保存技術、(8)埋蔵文

化財があるが、定量的な価値評価の可能なものと困難な

ものを分類すると、表2-1に示すとおりである。 

表2-1 価値評価の対象文化財 

 

 

 

 

 

 

有形文化財のうち、災害時に持ち出しが可能な絵画

や彫刻などの貴重な動産については、焼失の恐れがな

いため、対象外とする。なお、希少価値の高い美術

品・国宝建造物等は一般的に「文化財総合保険」がか
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けられており、文化財保護法に基づき、国又は地方公

共団体の指定を受けた建造物及び美術工芸品等を保険

の目的として、すべての偶発的な事故によって生じた

損害を修復費ベースで補償される。 

2.2 文化財価値の定量的評価の方法 

 保険会社における文化財の価値については、以

下に示すとおりであり、国宝・重要文化財等の指

定がない場合は、通常の家屋として評価されてお

り、指定のある場合は専門家らによる鑑定評価等

の付加価値を評価しているが、その評価は容易で

はない。 

表2-2 保険会社における文化財価値 

 

 

 

 

 本論では、上記の結果を踏まえて、以下の方針

にしたがって文化財の定量的評価について検討を

行った。 

 

 

 

 

 

 

図2-1 文化財価値の定量的評価方法(案) 

2.3 ケーススタディの対象寺院 

国宝、重要文化財を有する京都の東福寺を対象

寺院として検討を行うものとする。 

(1) 東福寺の概要 

東福寺は京都市東山区に位置する臨済宗東福

寺派大本山で、25ヶ寺の山内寺院を有する大寺

院である。度重なる兵火と1881年（明治14年）

の失火で仏殿、法堂などを焼失し、以後逐次再

建されてきた。国宝、重要文化財を多数有し、

京都五山のひとつでもあり、観光客は多く、紅

葉の季節には日最大35千人が訪れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  文化財建造物の資産評価 

3.1 検討方針 

損害保険においては、建設当時の価格が不明な場合、

面積に構造単価を乗じる「新築費単価法」で建物の評価

額を算出し、これに①用途、②構造、③所在地（県単

位）、④割引の要素を考慮した料率をかけることで損害

保険料が設定される。 

これを参考に、再建築に対応する単価設定を適用し

て有形文化財の価値を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-1 有形文化財(建造物)の資産価値評価手順 

3.2 文化財の総工費からの推定 

文化庁所管の文化財の保存修理に交付する補助金

の実績を収集・整理し、補助率から全体修理費を逆

算し、建築面積との関係から単価を推算すると、一

般家屋の評価額と同程度となった。 

これは、保存修理の対象が施設の一部であったり

するのが原因と考えられ、焼失や倒壊に伴う、建物

全体を対象とする大規模修復・復元工事（木造構

造）を対象に収集整理を行った。 

収集した大規模修復・復元の文化財の一例を以下

に示す。 

大洲城 天守閣       永保寺 本堂 

 

 

 

 

 

 

 

旧居留地十五番館      名古屋城 本丸御殿 

 

 

 

 

 

 

 

図3-2 大規模修復・復元文化財の例 
写真-1通天橋を望む 

○愛媛県大洲市（重要文化財） 
○1888年頃 老朽化取り壊し 

○岐阜県多治見市（国宝、名勝） 
○2003年 火災により焼失 

○兵庫県神戸市（重要文化財） 

○1995年 震災により倒壊 
○愛知県名古屋市（焼失前国宝） 
○1945年 太平洋戦争により焼失 
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大規模修復・復元における総工費と延床面積の関係

を図3-3に示す。概ね延床面積１m2あたり2,000～6,000

千円で、平屋の建造物の方が高くなる。これは基礎部分

の費用がそのまま計上されることによるものと考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-3 文化財建造物の総工費と延床面積の関係 

次年度、大規模修復・復元を実施、予定している建

造物の資料を追加し、建造物価値の評価の精度を向上さ

せる予定である。 

 

4.  文化財の観光資産価値 

京都のまちでは観光客が多く、その経済効果は大き

い。それより、東福寺の観光資産の価値算定として、観

光客数、消費額より算定を試みた。 

東福寺の年間観光客数そのものは明確ではないが、

紅葉時期の日最大35,000人の観光客数から推定して、年

間約60万人程度の観光客数が想定される。一方、「H28

京都観光総合調査」によると、京都市を訪れた観光客の

一人あたりの平均観光消費額は、宿泊を伴う場合

（25.6％）で47,558円、日帰り（74.4％）で10,058円で、

年間60万人とすると、年間消費額は約118億円となる。 

この金額すべてが東福寺の観光資産価値とするのは

過大と考えられため、さらなる検討を行う必要があり、

次年度には平成30年の洪水被害で交通途絶した鞍馬寺の

経済被害額を調査することで、観光資産価値の算定精度

を向上させる予定である。 

表4-1 京都市観光客の消費額 

 

 

 

 

 

 

5.  ＣＶＭ手法を用いた文化遺産価値の試算 

5.1 仮想的市場評価法（CVM）の概要 

既往の研究 1),2)を踏まえ、ＣＶＭによる歴史的、芸術

的、学術的価値の評価を試みる。 

 

図 5-1 歴史的建築物の価値構造（太枠：本調査項目） 

5.2 CVMの適用方法 

東福寺を対象に、当社社員家族に対して 10 月 15 日

～10月 26日の間にアンケート調査を実施した。 

(1)ＣＶＭ評価対象 

アンケート調査におけるＣＶＭの評価対象として、

以下の条件（with/without）で、保存補修工事を行うこ

との価値を問うものとする。 

・with   ：全面保存し、活用するケース 

・without  ：取り壊し 

(2)WTPと WTAの検討 

アンケートの質問は、WTP（支払意志額）と WTA（受

取補償額）を問う方法があるが、こうした建築物の場合

WTPを問うことになる。 

(3)支払方法及び支払期間 

「環境と行政の経済評価－ＣＶＭ（仮想市場法）マ

ニュアル」（肥田野登編著  勁草書房 1999 年）によ

れば、一般的に寄付金や支援金等は、一括払いが自然な

支払方式とされている。 

年払いや月払いでは支払期間を設定する必要があり、

耐用年数等から設定することとなる。本業務の事業のよ

うに維持修繕を継続的に行っていくような場合、シナリ

オにより支払い期間を限定することは適さないと考えら

れ、本研究では支払方法は以下の２ケースを設定した。 

ケース１分割：参拝料金に上乗せした料金を参拝の

都度、参拝者が支払う 

ケース２一括：有志が寄付金として一度支払い 

5.3 CVMアンケート結果 

 アンケートの回答者は 135 名であり、男女の比率は

ほぼ同じで、1 割の人は東福寺を知らず、5 割の人は東

福寺を訪れていた。 
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(1) ケース１（参拝料として支払い） 

アンケート結果は以下に示すとおりである。 

○回答金額の上限・下限付近への偏りは見られず、

支払意思額のサンプルとしては妥当である。 

○国宝のみより国宝と重要文化財を対象にした方が

支払額は 25％高い結果で、文化遺産のランクの影

響が有している。 

○近畿地方以外の方が、支払額が 30％程度高く、文

化遺産の重要性を認識していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 ケース１の支払い意志額 

(2) ケース２（一括支払い） 

アンケート結果は以下に示すとおりである。 

○回答金額の上限・下限付近への偏りは見られず、

支払意思額のサンプルとしては妥当である。 

○回答金額の下限（０円）に偏っており、入場料転

嫁と異なり、寄付金としては支払い意思のない人が

多いが、支払意思額のサンプルとして妥当である。 

○国宝のみより国宝と重要文化財を対象にした方が

支払額は 10～30％程度高い結果で、文化遺産のラン

クの影響が有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-2 ケース２の支払い意志額 

(3) 文化遺産の価値試算結果 

ケース１で文化遺産の価値を試算すると、下表に示

すとおりであり、年間の価値は２～３億円を有する結果

となった。 

表5-1 文化遺産の試算価値（年間支払意志額） 

 

 

 

次年度、ＣＶＭによる手法には課題が多いが、対象

を広げてアンケート等を実施し、文化遺産の価値として

の下限値について、推定を試みる予定である。 

 

6．おわりに 

今年度までの研究は、防災事業の補助事業の補助制

度について整理すると共に、内閣府や国土交通省等の費

用対効果分析手法を整理し、定量評価が可能な項目につ

いて、東福寺防災事業（案）をケーススタディとして、

事業の費用対効果を試算した。また、定量評価されてい

ない文化遺産の資産価値についての試算を実施した。 

次年度は、立命館大学との共同研究により、文化遺

産の資産価値の評価の精度向上を図り、本研究のとりま

とめを行う予定である。 

①文化財を有するまちの事業事例を収集整理し、各種

補助・交付金制度への適用方法について整理する。 

②定量化が困難な便益指標について、研究事例等を収

集し、具体の評価手法を提案する。 

③文化財を有するまちを対象とした防災対策事業の事

業計画手法を体系的にとりまとめ、手引書を作成す

る。 

 

1)歴史的文化的価値を踏まえた高齢建造物の合理的な再

生活・用技術の開発(国総研ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ研究報告第 24号) 

2)歴史的・文化的価値を有する近代期の建造物の再生と

活用に関する研究（建設ﾏﾈｼ゙ ﾒﾝﾄ技術 2008年 10月号） 

 

 

Study on Disaster Measures  for Safeguarding Cultural Assets and Surrounding Area  

Kenji YAMABE，Sadakazu ITO，Daisuke KAMURA，Mitsuo KANEKO 

 
Japan have various culture assets, including world heritage, national treasures and  

important cultural properties, and major earthquakes have happened in recent years. It is 

indicated that Nankai Trough earthquake or Tokyo Inland earthquake will probably 

happen in near term. These earthquakes have possibility that the earthquake fire destroy 

area including cultural assets. Cultural assets are one of tourism resources. Therefore, to 

prevent the area surrounding cultural heritage from destroying by earthquake fire is an 

important issue. 

 This paper shows the way of evaluating efficiency of disaster mitigation by disaster 

prevention strategy and efforts of study on proporsal technique of commerciallozation. 
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建設コンサルタント技術者の生きがいに関する一考察 
 

渡邊 法美1 

 

1博士（工学） 国土文化研究所客員研究員 高知工科大学経済・マネジメント学群教授 

 （〒780-8515 高知県高知市永国寺町）E-mail: watanabe.tsunemi@kochi-tech.ac.jp 

 

 建設技術は日々進歩し，特に近年のICTの急速な発展には目覚ましいものがある．しかし，建設実務者

のモチベーション，やりがい，生きがいは必ずしも向上しておらず，むしろ低下しているとの懸念も存在

する．本稿は，建設技術コンサルタントに焦点を当てて，技術者のモチベーション，やりがい，生きがい

が低下していると思われる原因を検討し，その解決策の方向性を複数の視点から考察した． 

 

Key Words :construction consultant, engineer, reason for living, motivation 

 

 

１．はじめに 

 

建設技術は日々進歩し，特に近年の ICTの急速な発展

には目覚ましいものがある．しかし，建設実務者のモチ

ベーション，やりがい，生きがいは必ずしも向上してお

らず，むしろ低下しているとの懸念も存在する．本稿は，

建設コンサルタント技術者に焦点を当てて，技術者のモ

チベーション，やりがい，生きがいが低下していると思

われる原因を検討し，その解決策の方向性を複数の視点

から考察する． 

 

２．建設マネジメントの原理・制度・技術 

 

建設コンサルタント技術者のモチベーション，やりが

い，生きがいは，日々の実務の中で生じる．すなわち，

各国，各組織，各現場で実施される建設マネジメントに

よって大きな影響を受ける． 

建設マネジメントの考え方は国や組織によって大きく

異なり得るが，用いられる技術・ツールは世界共通のも

のも多い．國島と庄子は建設マネジメントを，原論（哲

学，歴史），実務（制度・慣習），技術（要素技術・ツ

ール）から構成されるとした．原論は国や地域によって

大きく異なりうるが，技術は各国共通のものが多いこと

を指摘した（図-1）1)．國島と庄子は，建設マネジメン

ト原論において，建設事業の歴史と意義，制度と倫理や

社会規範，公正で社会正義にかなう建設事業のあり方な

どを論じている． 

本稿では，この見解を参考にしつつ，建設マネジメン

トを，原理，制度（狭義），技術から構成されるとした．

具体的には， 

原理：人間，並びに，プロジェクト遂行の本質に関わ 

   るもの 

図-1 建設マネジメントの原理・実務・技術 1) 

 

制度（狭義）：過程（プロセス），手順，規則 

技術：要素技術・ツール（國島・庄子と同一） 

と定義する． 

 本稿では，原理として，人間の本質に関わるものに焦

点を当てる．プロジェクト遂行に関するものは，今後の

課題とする．ここで，人間の本質を表すモデルとして，

ホフステッドが表した人間独自の精神プログラムにおけ

る三つの階層 2)を用いる．それは，人間の本性 (human 

nature)，文化 (culture)，個性 (personality) の三つである．人

間の本性とは，全ての人間が共通して保有する精神のソ

フトウェアであり，文化 とは，あるグループの人々に

共通の信念，価値，および行動様式の集合であり，個性

とは，彼（女）の独自の精神プログラムであり，他者と

は共有しないものと定義する．人間の本性は遺伝によっ

て獲得され，文化は学習によって獲得され，個性は遺伝

かつ学習によって獲得される（図-2）． 

制度・慣習を表す実務は，過程（プロセス），手順，

規則を表す制度（狭義）と領域を縮小して名称を変更し

た．制度を表す用語として，institution analysis（制度分析）

の instituitionが最も適切なものの一つであると言える． 
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図-2 人間独自の精神プログラムにおける三つの階層 2) 

 

Instituitionの中には，規定されている規則(rules on paper)と 

実際に使用されている規則(rules in use)が含まれている 3)．

ここでは，規定されている規則(rules on paper)，過程（プ

ロセス），手順のみを制度（狭義）の中で扱い，実際に

使用されている規則(rules in use)は，原理の中の文化にお

いて扱うこととした．同様に，慣習も原理の中の文化に

おいて扱うこととした． 

 

３．人間の本性に関する予備的考察 

 

各国・各地域の建設マネジメントは，この人間独自の

精神プログラムによって影響を受ける．特に，人間の本

性と文化による影響を受けると考えられる． 

これまで，文化が各国や組織の建設マネジメントに与

える影響は，様々な場で議論されてきた．しかし，人間

の本性と建設マネジメントとの関係に関しては，必ずし

も十分に分析・検討されてこなかった．建設マネジメン

トのあり方を検討するためには，「人間の本性とは何か」

に関する一定の前提を持つ必要がある． 

人間の本性に関する有名な議論として，マクレガーと

マズローの大いなる論争がある 4)． 

 

1. 人間は信頼に値すると信じているか 

2. 人間は責任や義務を担おうとするものであると信じ

ているか 

3. 人間は仕事に意義を求めると信じているか 

4. 人間は生まれながらに学習意欲を持っていると信じ

ているか 

5. 人間は変わることには抵抗しないが，変えられるこ

とには抵抗すると信じているか 

6. 人間は怠惰よりも働くことを好むと信じているか 

 

本稿では，人間の本性の前提として，デシが提唱する

内発的動機づけに着目する．これは，「活動それ自体に

完全に没頭している状態であって，（金を稼ぐとか絵を

完成させるというような）何かの目的に到達することと

は無関係の状態なのである（デシ・フラスト，P28）5)．」

と定義される．内発的動機づけに着目するのには，二つ

の理由がある． 

第一の理由は，内発的動機づけが人間の本性の深化を

適切に表していると考えられるからである． 

「われわれの視点の中核にあるのは，人は主体的に周

囲の世界に参加していく中で，生命としての統合プロセ

スを経て発達するのだという主張である（デシ・フラス

ト，p107）5)．」（注：下線は筆者挿入） 

「発達の中心的特徴は統合であるという説にもいくつ

かの考えが含まれている．そこには，人は本来主体的で

あって，環境にはたらきかけて影響を及ぼそうとし，た

えず学習と成長を続けているという考え方がある．いう

までもなくそれは，人は内発的に動機づけられていると

いうことを，まさに別のことばで言いかえたものである．

生命的な統合の原理にはまた，人間の一生それ自体の中

に，常により複雑な，それでいて組織化された状態へと

向かっていく傾向が，暗黙のうちにあるという考え方も

含まれている．人間の発達とは，生命体がより大きな一

貫性を獲得していきながら，たえず自分自身と周囲の世

界に対する内的な感覚を精緻化し，洗練するプロセスな

のである（デシ・フラスト，p108）5)．」 

これらの記述は，内発的動機づけが，人間の発達，す

なわち，人間の本性の深化，の原動力の一つになってい

ることを示している． 

第二の理由は，建設コンサルタント業務における内発

的動機づけの重要性である．デシ・フラストは内発的動

機付けの意義について以下のように述べる． 

 

「…一連の研究の結果は，このような成果に見合った

報酬という考え方の有効性に疑問を投げかけている．…

そのプロセスで，彼らは手っ取り早い方法を探し出し，

自らの内発的動機づけを低めてしまうのである．同時に

人々の注意を仕事そのものから遠ざけ，成果である報酬

に注目させる．その結果として，創造性の欠けたあまり

有効ではない問題解決にとどまってしまうことは明らか

である． 

ビジネス界が重大な問題に直面し，思慮深く創造性に

富んだ問題解決が必要とされている現在，人の心を惑わ

すこのような誘因に頼るという安易な道をあまりにも多

くの会社が選んでいるのではないだろうか．むしろ，仕

事に専念し，会社に深く関心をよせるように励ますこと

こそ検討すべきなのではないだろうか（デシ・フラスト，

p74）5)．」 

「内発的動機づけは，豊かな経験，概念の理解度の深

さ，レベルの高い創造性，よりよい問題解決を導く．そ

の一方で，統制は，内発的動機づけや課題の遂行を低下

させるだけでなく，…，創造性や概念理解，柔軟性を必

要とするような課題の成果に妨害的な効果をもたらすの

である（デシ・フラスト，p68) 5)．」 



78 
 

建設コンサルタンティングとは，極めて創造的な業務

であることは論をまたない．建設コンサルタントにとっ

て，高い内発的動機づけを持って仕事を行うことは極め

て重要であると考えられる． 

 

４．公共調達制度改革と技術者モチベーションに

関する一考察 6) 

 

(1) 背景と目的 

本章では，日本人の技術者モチベーションの現状につ

いて述べる． 

日本において，特に 1950 年代後半からの高成長期以

降，円滑な社会資本整備が可能になった主な一因は，公

共調達における指名競争入札制度の採用と談合の実施に

あったと考えられる．両者によって，建設サービスの調

達に関連する取引費用が抑えられ，一定水準の事業・工

事品質が担保されてきたと考えられるからである．公共

投資の減少に伴って，「談合によって，調達業者が公正

に選定されていないのでは．調達価格も不当に高くなっ

ているのでは．」との談合批判が一層高まった．このた

め，近年，公共調達制度は大幅な改革が実施されている．

指名競争入札制度に代わる一般競争入札制度の本格実施，

一般競争入札制度に加えた総合評価方式やプロポーザル

方式の採用は，その代表例である． 

しかし，この大幅な改革は，建設技術者のモチベーシ

ョン低下という副作用をもたらしている可能性がある．

本章では，四つの副作用を仮説として提示した後，公共

調達制度再設計における四つの仮説検証の意義を，リス

クマネジメントの視点から示すことを目的とする． 

 

(2) 公共調達制度改革に伴う副作用に関する四つの仮説 

第一の仮説は，「健全な指名競争入札制下では，①民

間技術者は高い内発的動機付けを持ち，②内発的動機付

けと外的動機付けとの間に好循環が存在する」との仮説

である．これは，図-3 を用いて説明することができる． 

図-3 指名競争入札での相互補完 7) 

図-3 は，公共発注者と受注者（設計コンサルタント

と施工会社を含む）の役割分担を示している．日本で最

も一般的な場合である設計施工分離の発注方式では，建

前としては，この役割分担は全ての事業で同一であると

考えられる．しかし，指名競争入札制度下が健全に機能

している状況では，実際には，受発注者それぞれの技術

的能力に応じて，この役割分担は柔軟に調整されていた
7)．受注者の技術力が発注者よりも高い場合は前者が後

者を補完し，逆の場合は後者が前者を補完するという相

互補完が機能していた． 

この柔軟な責任分担は，デシが提唱する内発的動機付

けの三つの要素である「自律性，有能感，関係性の向上」
4)を促進し，民間技術者の内発的動機付けの向上に寄与

していると思われる．何故なら，この柔軟な役割分担の

下では，民間技術者は発注者の技術力を補完するために

自律的な技術判断を下すことが求められ，その中で自身

の能力を活用・向上させ，発注者との緊密かつ長期的な

関係構築が可能になると思われるからである．高い内発

的動機付けによって実現された良い仕事は，発注者によ

って評価され，次回の指名に結びつく．発注者によるこ

の高評価は，民間技術者にとって外的な動機付けとなる．

以上のように，健全な指名競争入札制度下では，内発的

動機付けと外的動機付けとの間に好循環が存在すると思

われるのである． 

第二の仮説は，「一般競争入札制度導入後，民間技術

者，並びに，発注者技術者の内発的動機付けが低下して

いる」との仮説である．一般競争入札導入後，前節で述

べた受発注者間の緊密な関係構築は，不正な関係の素地

とみなされ，敬遠されるようになる．その結果，民間技

術者は，契約書に書かれている業務のみを「淡々と」行

うようになっていった．このことは，民間技術者による

自律的技術判断と自己研鑽を行う機会を低下させている

ように思われる． 

特に多くの地方自治体では，建設サービスの調達にお

いて，手続きの公正さを徹底的に追求している．そこで

は，一般競争入札制度の導入に加えて，落札価格の上限

値となる予定価格，または，下限値となる最低制限価格

を事前に公表している発注者も少なくない．その主な意

図は，入札者が発注者から入札情報を取得するための全

ての違法行為を排除することにある．結果として，多く

の地方公共工事では，複数の入札者が下限値で入札し，

落札者がくじ引きで決定される状況が生まれている．落

札者がくじ引きによって決定されることは，各社の経営

状況が運に著しく依存するようになることを意味する．

この状況では，会社の経営戦略策定における困難さは増

大し，さらには，会社の従業員である技術者にとっては，

自己啓発・研鑽の動機付け意識を奪う危険性さえあるよ

うに思われる． 
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第三の仮説は，「内発的動機付けの低下は発注者技術

者にも見られる」との仮説である．受発注者技術者は，

それぞれが他者の「鏡像」になっていると考えられるた

めである． 

第四の仮説は「日本の公共建設事業と建設業界のパフ

ォーマンスが低下している」との仮説である．現在，図

-3 で示される柔軟な責任分担が喪失しつつある中，受

発注者のどちらにもカバーされない空白領域が生まれて

いる（図-4）7)．これは，公共建設事業の有効性と効率

性，並びに，建設産業全体のパフォーマンスの低下をも

たらしかねない重大な問題であるといえる． 

図-4 受発注者役割分担における空白領域の出現 

 

(3) リスクマネジメントの視点からみた検討指針 

本節では，公共調達制度再設計における四つの仮説検

証の意義を，リスクマネジメントの視点から述べる． 

第一は，「リスクマネジメントは価値を創造し保護す

るものである」とのリスクマネジメントの原理を浸透さ

せ，リスク最適化を実施するためには，上記仮説の検証

と技術者モチベーション向上方策の検討が不可欠なため

である．発注者責任は「公正さを確保しつつ良質なモノ

を低廉な価格でタイムリーに調達し提供する」責任と定

義されている．責任とリスクは一種の双対概念にあると

考えられる．この責任は，「公正さ・品質・経済性・時

間の目的未達成リスクを最適にマネジメントすることに

よって，公共事業の価値最大化を図る責任」と読み替え

ることができると考えられる．現在の公共調達改革では，

不公正な調達リスクの回避に主眼が置かれているが，こ

のリスク回避の姿勢・施策こそ，技術者モチベーション

低下の根源であると考えられる． 

第二は，階層意思決定構造を有する問題において，そ

の「底辺」を支える主体の不安（認知リスク）とモチベ

ーションを解明・改善することによって，解決を図るこ

との重要性である．ここでは，中国東北部におけるとう

もろこしの藁を用いた発電事業の例を挙げる．事業は，

農家が藁を提供し，仲介者がそれを収集・乾燥し，発電

事業者に売るというものである．ただし，事業は当初期

待していた成果を上げていない．この主因は，農家の中

には「仲介者は藁を収集する際に，自分の農地を粗雑に

扱うのではないか」との不安を持っているため，藁提供

者が少ない点にある．農家の不安に起因する仲介者・発

電事業者の不安によって，藁供給量，各主体利益，社会

的厚生は大きく低下している 8)．この分析結果は，階層

的意思決定を支える農家の不安に着目しなかった結果，

利益・社会厚生の減少というリスクが「上位者」の仲介

者・発電事業者，さらには社会全体に増幅して「ブーメ

ラン」のように返ってくることを示唆している．公共調

達制度再設計も，発注者－民間会社経営者－技術者とい

う階層意思決定構造を有する．本制度の再設計に際して

も，制度の「底辺」を支える技術者の不安・モチベーシ

ョンを明らかにし，緩和・向上していくことが求められ

ている． 

公共調達制度再設計には，価値創造のリスクマネジメ

ントという原理浸透とリスク最適化が必要であり，階層

意思決定構造の底辺を支える技術者の不安（認知リスク）

とモチベーションの解明・改善が求められている． 

 

５．前節の分析が与える示唆 

 

 本章では，前節の分析が与える示唆について述べる． 

 

(1) 統制から統合へ 9) 

入札制度改革によって，多くの場合，指名競争入札制

度は一般競争入札制度と総合評価制度に取って代わられ

ることになった．入札手続きの公正さ，品質，参加者の

差別化等を達成すべく，官民を挙げた多くの努力が積み

重ねられてきた．官は継続的に制度を見直し，民は懸命

にその変化に対応してきた．例えば工事の場合，「総合

評価の中で，ボランティア，建設機械が加点項目になる

ので，ボランティアを実施します，建設機械を保有しま

す．」等の対応はその一例である．ただし，ここには看

過できない課題があると考えられる． 

デシらによる教育現場での生徒の動機付け研究に関す

る成果は，私たちの課題に重要な示唆を与える．その一

端は以下のように要約できる 5)． 

① 報酬を与える人が他者を「動機づけるため」に報酬

を用いる場合，受け手は，報酬が自分を統制するも

のとして映る． 

② 関係性への欲求を満足させるために，子どもたちは

周囲に順応しようとし，この過程で価値や行動規則

を内在化していく．ここで，内在化には，取り入れ

(introjection)と統合(integration)という二つの全く異なる

タイプがある．取り入れとは，ルールを噛み砕かず

に丸ごと飲み込むことである．統合とは，ルールを

よく噛んで「消化」することであり，これが最適な

形の内在化である．統合を通じて，人は重要ではあ
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るが少しもおもしろくない活動―内発的に動機づけ

られていない活動―に対する責任を，進んで受け入

れるようになる． 

 

官には民を統制しようとする意図は微塵も無くとも，

民は度重なる制度変更を「統制」と感じ，「良い子」に

なろうとして，官に「取り入って」制度を受け入れ，自

らの組織の「内部統制」を図ることによって，入札制度

改革を乗り切ろうとしている場合が皆無ではないように

思われる．契約書に書かれている事柄を淡々とこなすこ

とが常態化し，健全な指名競争入札制度で見られた受発

注者間の相互補完機能が低下し，両者の役割分担に空白

領域が出現し，働き方改革によってそれが拡大している

危険性がある．その結果として，インフラ品質低下リス

クが静かに増大するとともに，民間技術者・技能者だけ

でなく，急増する違算防止業務等にも追われる発注者技

術者の内発的動機付け・やりがい・生きがいも低下して

可能性があるといないだろうか． 

この課題解決の鍵の一つは「統制から統合へ」にある．

周囲の様々な価値を「押し付けられる」統制ではなく，

自分のものとして消化する統合の姿勢を持つことが重要

である． 

 

(2) 建設マネジメント原理と制度との相互作用とその影

響 

制度は人間独自の精神プログラムに基づいて策定され，

人間はその制度に従って動くことによって，制度の影響

を受ける．両者の相互作用と循環は，図-5 のように表

される． 

 ここで，留意すべき点は以下の三点である．第一に，

この相互作用と循環によって，各国間の文化と制度の差

異が増幅される可能性がある点である．第二に，本稿で

はここがさらに重要な点になるが，循環の種類によって

は，好ましい人間本性と個性の一部の要素が潜在化し，

代わりに，他の好ましくない要素を顕在化する危険性が

存在する点である．第三に，人間の良き本性，日本人土

木技術者の特長を最大限にかつ継続的に発揮できるよう

な公共調達制度（再）設計が重要になる． 

 制度改革によって，統合の機会と内発的動機づけが低

下し，それが「統制文化」を更に促進するという「悪循

環」が発生していないかを注意深く見極める必要がある. 

 

(3) 好循環実現への鍵 

好循環を実現するするためには，少なくとも二つの問

いに対して答える必要がある．第一の問いは，「どの具

体的文化によって制度が変革され，私たち人間独自の精

神プログラムが悪影響を受けているのか」であり，第二

の問いは，「統制から統合の実現方法とは」である． 

図-5 原理（人間独自の精神プログラム）と制度との相互作用 

 

第一の問いに対する回答は，第４章の分析から得られ

る．不公正調達リスク回避という新しい文化が制度変革

の基盤となっている．不公正以外の品質・経済性・時間

等の目的未達成リスクを最適にマネジメントする，いわ

ゆる，リスク最適化が充分に実践されていないことが技

術者のモチベーションを低下させている一因となってい

る．第二の問いに対する回答は，以下のデシ・フラスト

の記述にある． 

「…良い親，良い教師，良い管理者，良い医者でいる

ことには共通点がある．それは，自律性を支援するよう

な態度を持っていることである．…それは他者の視点か

ら状況が理解できるように，オープンに話を聞くことか

ら始まる（デシ・フラスト，p242） 5)．」 

 統合実現のためには，技術者の自律性を支援する必要

がある． 

 

６．（株）大竹組の調査 10) 

 

本章では，業務に ICTを主体的に導入することによっ

て，飛躍的な業務生産性の向上と社員のワークモチベー

ション向上を実現している徳島県牟岐町の中小建設企業

である（株）大竹組を選び，後者の要因を調査・分析し

た．同社は，日本の建設会社の中では珍しく「内製化，

自前施工」の推進，すなわち，現場の施工力を強化して

いる会社である． 

本調査の結果と結論は以下のように要約される． 

① 「内の若手社員は，いやな顔一つせず，タブレット

を持って，現場を走って走って走って走って仕事を

している．」（経営幹部 喜井氏・山西氏談）との

観察から伺えるように，大竹組の若手社員は，内発

的動機付けを持ち，統合を実践していると思われる． 

② その根源は，経営幹部が常に統合を目指す姿勢にあ

る．その根拠の一例として，地域防災の為に独自の

無線局を立ち上げ，ICT 活用の「切り札」にも思い

切った投資を実施したことが挙げられる． 

③ 更に，経営幹部→現場管理技術者→熟練技能工→若

手社員への「自律性支援の連鎖」を実現させている． 

④ 今後の入札制度改革では，経営者の統合の精神の発
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露，そのための自律性支援が極めて重要になると考

えられる． 

 次の問いとして，以下の二つ－「建設コンサルタント

技術者のモチベーションを高める方法とは」，「その際，

受発注者の関係はどのようにあるべきなのか」－が重要

になる．これらの問いに答える第一歩として，次章にお

いて，地質リスク学会の活動とそこから得られる示唆に

ついて述べる． 

 

７．地質リスク学会の活動と得られる示唆 

 

(1) 地質リスク学会の活動 

地質リスクをタイムリーにマネジメントし，コスト縮

減を達成するということは，コスト形成プロセス（コス

ト構造）をマネジメントすることである．そのイメージ

を図-6 に示すが，先ず想定されるリスク（悲観的リス

クと呼ぶ）を抽出し，プロセスにそって一つ一つ処理し，

リスクを低減しながら段階を進めて行くもので，この勾

配が地質技術・地質調査の「投資効果」をイメージして

いる．考えられる全てのリスクを抽出することから始め

る「悲観的リスクから出発」に対し，リスクが発現して

から対応する「楽観的リスクから出発」を比較すると，

リスクマネジメントのプロセスを開示して説明責任を果

たすためには，前者の方が有効である．リスク低減量と

地質調査・事前対応費用との関係から妥当投資額を導き

たいと考えており，その効果を大きくするために技術顧

問（発注者支援者）を雇うことも考えられる．なお，前

段階から後段階への移行に当たっては何らかの基準を満

足する必要があると考える 11)． 

 このような問題意識の下， 

① 発注者の側に立つ技術顧問制度の確立 

② プロセスマネジメントシステムの開発 

③ リスク計量化手法の研究 

を目的として，2010年に地質リスク学会が設立された． 

 学会活動の柱の一つは，地質リスクマネジメントの価

値を計測するための事例研究の収集・発表である．事例

研究は， 

Ａタイプ （地質リスクを回避した事例）  

Ｂタイプ （地質リスクが発現した事例） 

Ｃタイプ（発現した地質リスクを最小限に回避した事例） 

Dタイプ（その他） 

の四種類に分類して行った．A，B，C タイプにおける

地質リスクマネジメント価値は，有無比較によって，す

なわち，適切なマネジメントを行わなかった場合と行っ

た場合の差異として，以下のように求めた． 

Ａタイプ （地質リスクを回避した事例） 

効果＝（当初工事費用）－（変更後工事費用） 

－（リスク対応費用）      -----(1) 

 

図-6 地質リスクマネジメントプロセスのイメージ 

 

Ｂタイプ （地質リスクが発現した事例） 

効果＝（変更後工事費用）－（当初工事費用） 

－（リスク対応費用）           -----(2) 

Ｃタイプ（発現した地質リスクを最小限に回避した事例） 

効果＝（回避しなかった場合の工事費用） 

    －（当初工事費用）－（追加工事費用） 

－（リスク対応費用）                                  -----(3) 

 

(2) 地質リスクマネジメントプロセスの新しい表現 

本節では，各種コンサルタント業務におけるリスクマ

ネジメントプロセスの特徴を比較検討するために，図-6

のリスクマネジメントプロセスのイメージ図を改変する． 

図-7 の縦軸はリスクを，横軸は各事業段階における

費用を表す．ここで，リスクを全事業費用

（C1+C2+C3+C4+C5）のばらつきとして定義する．７．

(1)節で紹介したように，地質リスク学会では，リスク

マネジメントの価値を有無比較（with/ without）によって

試算している．ここで，マネジメントを実施しなかった

場合には，合計費用は最大となり，マネジメントを実施

した場合には，合計費用は最小となると仮定することも

できる．この場合，地質リスク学会の有無比較による地

質リスクマネジメント価値，すなわち，マネジメントに

よる地質リスク水準の低減量は，全事業費用の最大値と

最小値との差で表されることになる． 

 

図-7 新しいリスクマネジメントプロセスのイメージ 
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運用時の費用 C5の定義には注意が必要である．これ

は，運用時に発生する全ての種類の費用を含む．維持管

理費用は勿論，運用時に発生した事故・環境汚染による

損害・外部不経済費用，施設供用が遅れたことに伴う社

会経済的損失，時代の流れ・地域の特徴等を見誤り価値

の低い事業を実施したことに伴う機会費用損失等が含ま

れる． 

事象の発生確率を取り入れた場合の検討例は以下のよ

うになる． 

 

事象 A：「適切な」対策を採った場合に最も発現しやす

い事象 

PA：事象Aの発生確率 

CA：事象A発生時の全事業費用 

事象 B：「適切とは言えない」対策を採った場合に最も

発現しやすい事象 

PB：事象Bの発生確率 

CB：事象B発生時の全事業費用 

ここで，事象 A と事象 B は互いに素で，排反と仮定す

る．すなわち， 

PA+ PB=1---(4) 

と表される．また， 

CB>CA---(5) 

と仮定する． 

全事業費用の期待値ECは， 

EC= PACA+PBCB---(6) 

と表される． 

発生時の全事業費用の分散VarCと標準偏差SDCは以下

のように表される． 

VarC= (CA-E)2 PA+(CB-E)2 PB 

={CA- (PACA+PBCB)}2 PA+{CB- (PACA+PBCB)}2 PB 

={(1-PA)CA-PBCB}2 PA+{(1-PB)CB-PACA}2 PB 

=(PBCA-PBCB)2 PA+(PACB-PACA)2 PB 

={PB(CA-CB)}2 PA+{PA(CB-CA)}2 PB 

=PB
2 PA (CA-CB)2 +PA

2 PB (CB-CA) 2 

=PAPB(PA+PB) (CB-CA)2 

=PAPB (CB-CA)2 

=PA (1-PA)(CB-CA)2 

={-(PA – 1/2) 2+1/4}(CB-CA)2---(7) 

SDC={-(PA – 1/2) 2+1/4}1/2|CB-CA|---(8) 

 全事業費用とその標準偏差の単位は同一であるので，

本稿ではリスク水準を表す指標としては，標準偏差を用

いる． 

PA=PB= 1/2 の時，すなわち，全く情報が無く，どちら

かの事象発生を予測できない時に，分散と標準偏差は最

大となる． 

PA=1 または PB=1 の時，すなわち，どちらかの事象の

発生を 100%の確信を持って断言できる時に，分散と標

準偏差はゼロとなる． 

また，事業が進捗する中で，推定発生確率 PAは 1/2か

ら増加，または減少するため，{-(PA – 1/2) 2+1/4}1/2は減少

する．同時に，|CB-CA|も事業進捗によって，徐々に減少

していくこと考えらえる．このため，SDCと VarCは事業

進捗によって，徐々に減少する． 

 

(3) 新イメージ図による地質リスクマネジメントプロセ

スの表現 

図-7 は理想の地質リスクマネジメントのイメージ図

を示す．便宜上，各事業段階における横軸の幅は等間隔

で表している．これは，構想段階から地質リスクマネジ

メントを開始し，「悲観的リスク認識」によってリスク

を適切にマネジメントした事例である．各事業段階で，

着実にリスクを低減している． 

図-8 は旧来の公共事業執行で良く散見された地質リ

スクマネジメント過程の一例を示す．これは，工事段階

において施工者によって地質リスクを大きく低減する方

法である．工事段階では多くの地質リスクに関する情報

を獲得できることから，この段階で一気にリスクを低減

する方法にも一定の合理性が存在する． 

ただし，この方法には幾つか問題点も存在する．最大

の問題は，地質リスクを工事段階から本格的に低減する

ために，理想の地質リスクマネジメントと比較すると，

工事・運用段階においてリスクを充分に低減することが

できない場合が存在することである．（図-8のR4, R5>図

-7 の R4, R5）逆の見方をすると，リスクを低減すること

は可能となったっとしても，理想のマネジメントの場合

よりも，より多くの費用が必要になることを意味する． 

図-9 はさらに望ましくない状況を示す．これは，工

事段階におけるリスク低減が不充分であり，巨額の追加

工事費が必要になる状態を表している．事業費の増大が

大きく議会承認が得られず事業が中止に追い込まれた場

合，或いは，事故が発生してしまった場合等に相当する． 

 

 

図-8 旧来の地質リスクマネジメントプロセス 
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(4) 新イメージ図による他のコンサルティング業務にお

けるリスクマネジメントプロセスの表現 

今回の報告書では，PFI 事業，CM 事業，まちづくり

事業の特徴について記述されている． 

事業（プロジェクト）の進捗とは，リスクの低減に他

ならない．したがって，本イメージ図によって，この三

種類の事業マネジメントの特徴を容易に比較できる．以

下に，本手法によって各事業の特徴を表現する． 

 

図-9 大問題が発生する地質リスクマネジメントプロセス 

 

 

図-10 望ましくないリスクマネジメントプロセス 

 

PFI 事業は，三つの事業の中で，理想のリスクマネジ

メント（図-7）に最も近いマネジメントが実施されてい

るように思われる．その一因は，リスク水準を表す指標

が明確に定義され，実際に用いられているからであると

考えられる． 

一方，まちづくり事業は，理想には遠いマネジメント

（図-10）が実施される場合が少なくないように思われ

る．この種の事業において，重要なリスクとは運用時の

リスクである．ただし，この段階のリスクは多岐に亘る

ため，リスク水準を適切に表す指標は未だ定義されてい

ない．このため，発注者が，理想と理想には遠いマネジ

メントとの差異を評価することは必ずしも容易ではない

と考えられる． 

CM 事業では，主なリスクは設計と工事段階で発生す

る．このため，リスク水準を表す指標は，地質リスクマ

ネジメントと同様に定義することができる．理想のマネ

ジメントを実施するためには，発注者との信頼関係の構

築が重要になる． 

以上の比較から得られる示唆は以下の通りである． 

第一に，PFI，CM，まちづくりの各コンサルタントの

モチベーションを向上・維持するためには，リスク水準

を的確に低減していくこと，すなわち，的確なリスクマ

ネジメントの実施が必要である．  

第二に，そのためには，発注者との信頼関係の構築が

必要である． 

第三に，そのためには，リスク水準を的確に表す指標

を構築し，発注者と共有することが必要である． 

 次章では，これまでの議論を基に，内発的動機づけ理

論を再考する． 

 

８．内発的動機つけ理論の再考 

 

(1) 「互律」という用語の提案 

 本稿は，技術者のモチベーションを議論するためには，

①人間の本性に関する議論が不可欠であること，②その

前提としてデシが提唱する内発的動機づけが相応しい，

との認識に基づいて議論を進めてきた．内発的動機づけ

の向上，統合の実現には，本人の自律性向上・確保が必

要であり，そのためには，自律性支援が必要であること

が説かれている． 

 前章での考察では，コンサルタントのモチベーション

を向上・維持するためには，的確なリスクマネジメント

が必要であり，そのためには，発注者との信頼関係の構

築が必要であることを示した． 

 「自律性向上とその支援の必要性」と「発注者との信

頼関係の構築」という二つの論点は，建設コンサルタン

トのモチベーション向上を検討するためには，建設コン

サルタントだけでなく，発注者という主体も考慮する必

要があることを示している． 

 そこで，本章では，「自律」をさらに昇華させて，

「互律」という概念を導入する．この概念は，金が公共

性を検討する際に言及・提案しているものである． 

 

 「他律」と「自律」ということも，他によって律せら

れるという意味での「他律」があまりよくないから「自

律」というのが考えられるようになった．その逆も考え

られる．「自律」だけだと，これは自己の拡張だけにな

る．そこで，私がもう一つ考えたのが，（そういう言葉

を日本で使っているかどうかわかりませんが）相互関係

の「互」に自律の「律」を付けて「互律」という言葉で

す．この「互律」のない「自律」だけでは足りない．他

律だけでも足りない． 
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 「自己」と「他者」の関係も同様で，「自己」はどこ

までいっても「自己」です．「他者」はどこまでいって

も「他者」です．しかし本当はそうではなくて，「他者」

の方から見ると，「自己」が相手にとっては「他者」に

なる．（「自己」と「他者」は相対的関係・互換的関係

である）その観点を入れないと発展しないのです（佐々

木・金，p337)12）． 

 

 デシとフラストは自律性について，以下のように述べ

ている． 

 

…自律性を主張することは，自分だけの世界に浸ること

を求めているわけではない．なぜなら，真に自分らしく

あるということには，他者の幸福に対する責任を受け入

れることも伴うからである．他者とつながっていると感

じていたいという欲求が，人に文化の諸側面を自然に身

につかせ，あるいは同化させ，その結果創意あふれる社

会的貢献をするようになる．それが起こるのを援助して

いるのが，重要な他者からの自律性の支援である．関係

性への欲求はこのように，社会化の担い手による自律性

の支援と結びついて，責任を持ちながら，同時に真に自

由になれるように導いていくのである(デシ・フラスト，

p141) 5）． 

 

 デシ・フラストが定義する「自律」は，金が提唱する

「互律」とほぼ同義であると考えられる． 

 しかし，本稿で，敢えて「互律」概念を提案する理由

は，①日本社会では他者を尊重する姿勢をさらに涵養し

ていくことが必要であり，②それは，公共事業・工事の

受発注者関係において，最重要な課題の一つであると考

えられるからである． 

 ①について，金は，「同」と「和」との違いについて

以下のように強調している． 

 

 …「和して同ぜず」というときの「和」の哲学的な究

明が日本でもなされて欲しいと願います．そうすると，

「和」は「同」ではありません．「同」は他者の異質性

までも回収・消滅してしまう強力な同化の論理に発展し

ます．「和」はその本来の意味は異質間の相互認定・尊

重による生生継承です．「同」は「私」の拡大・膨張の

中に他者を吸収・同化するという意味で，どこまでも

「私」なのです．そういう論理が基本になった結合体が

共同体です．それは決して公共性ではありません．公共

性とは自他が相互に自立してそこから相互媒介の方向に

動く運動・過程・意識です．それは「和」の本来のあり

さまです． 

…日本ではどうしても「共和」の部分が見えない．日

本はもともと聖徳太子以後，「和をもって貴しと為す」

といって「和」の精神があったのですが，なぜその「和」

が活かされなかったのかというと，「同」に吸収されて

しまっていたからです．ですから，日本で言っている

「和」とは「同」であって実は「和」ではない．「和」

を真の「和」たらしめる作業が必要です（佐々木・金，

p94) 12）． 

 

「同」の姿勢が幅を利かせ，「和」の精神が必ずしも

充分に発揮されているとはいえない日本社会では，人々

に「和」と「同」の違い，並びに，「和」の意義をさら

に意識付けていく必要がある．そのためには，「和」の

精神を，デシ・フラストが定義するところの「自律」よ

りも，金が提唱する「互律」によって表現することが効

果的であると考えられる． 

②については，建設業界で長年問題となっていた契約

実務の片務性問題が，実は現在でも負の遺産として残っ

ていると考えられるからである． 

渡邊は，土建請負契約における請負人危険負担の原則

を採用した結果が日米両国では全く異なることを指摘し

た 13), 14)．米国では，この原則下では，請負人は「与えら

れた設計において基づき契約価格でその工事を為しうる

という合理的判断を下すことができる場合にのみ，その

契約に合意するのであり，その保証が得られない場合に

は入札を拒否すればよい」ので，「請負人の独立的地位

を認め企業の合理化を促進することになる」13)．わが国

では，当事者は「合理的規範関係たらしめず，支配服従，

恩恵懇請等々の関係，顔によるつながり等 14)」によって

結ばれた．請負人危険負担の原則は「請負人を，いっそ

う従属的な地位に追い込むことになった 14)．」 

「米国は原則を厳格に適用している」との渡邊の見解

は，米国の実務をやや過大評価している一面もある．米

国においても，例えば，施工中に Unforeseen ground 

conditionsに遭遇した場合，受発注者どちらの責任で対応

すべきか，についてしばしば両者の見解の相違・対立が

発生する．最悪の場合，裁判所で問題の解決が図られる

が，長い期間 と多額の費用が必要となる場合が少なく

ない． 

ただし，このような状況に対応するために，Baseline

によって受発注者間の責任を明確に定め，地質リスクマ

ネジメントのあり方を定めた GBR (Geotechnical Baseline 

Report)が ASCE から発刊されている．これは，実務にお

いて，原則を明確に定め，原則に沿って忠実に運用して

いこうとの思想の表れであると考えられる． 

渡邊が問題にした片務性議論の本質とは，日本の発注

者による恣意的で非一貫した対応にあったが，それは現

在においても未解決の問題である．依然として発注者の

このような行為に起因する人為的不確定性は大きい 15)．

発注者の対応を論理的で一貫したものに変革し，受発注



85 
 

者間の真のパートナーシップを醸成していくために，

「互律」は適切な用語であると考えられる． 

 

(2) やりがい・生きがいの表現図（試案）の提案 

 本節では，やりがい・生きがいについて述べる． 

この点に関して，金と矢崎の「内発的公共性」と「応

答的公共性」に関する検討は興味深い．矢崎は， 

 

 私が「内発的公共性」という言葉に込めている意味は，

外の価値基準に頼るのではなく，自分の内に内発的な価

値判断をもって行動する人という意味で言っているわけ

で，何も行動しないということではなくて，まさに「啐

啄同時」での実践があると思います．しかし，その動機

の発動の源をどこに求めるかというときに，内面の公共

性の鍛錬とが出来ていないと，外からの刺激に反応する

ときにどうしても自我の方が先に立ってしまいます 

(佐々木・金，p291) 12) ． 

 

 金は，応答的公共性の重要性も強調する． 

 

公共性は人間の内面性の問題も重要であると思います．

それに加えて応答性も重視すべきです．今後，日本と世

界が大事にすべきは内発的哲学と応答的哲学の両方だと

思うのです．その応答の部分がなくて内発だけになると，

内発根本主義というか，意識内在主義になってしまい，

その結果「外」と「内」とはまったく別の世界であると

いう堅固な二元論になったりその逆の極端にいくと独断

論・独在論になることもあります． 

そうではなく，言ってみれば「啄同時」が重要です．

雛が卵の内側から殻をつつくのと，親鳥が外から嘴でつ

つくのとが同時でないと雛は卵から孵ることが出来ない．

人間もそれと同じで，ちょうどいいタイミングで外から

の呼びかけがあり，自分の内発的な部分がそれに応答す

るということがあります(佐々木・金，P248) 12)． 

 

金は，公共（性・空間・意識）を「「みんなととも」

に「たがいのためになること」を考え，議論し，決定し

て実行するプロセス」(佐々木・金，P379)とも述べてい

る．たがいのためになるという「結果」と，「みんなと

ともに」という「過程」の双方が重要視されている． 

図-11 にやりがい・生きがいと二つの公共性との関係

例を示す．公共建設事業携わる建設技術コンサルタント

にとって，公共性が重要となることは，言うまでもない．

技術者の信条に基づいて，国民の代理人である発注者と

ともに，たがいのためになるリスクマネジメントを実践

していくことが，建設技術コンサルタントのやりがい・

生きがいを感じることに繋がっていくと思われる．さら

に，これは技術者倫理とも密接に関連するものである． 

デシの内発的動機づけ（内発的モチベーション）には，

公共性も応答性も陰に含まれていると考えられるが，図

-11はそれらを前面に出して強調する点に違いがある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 やりがい・生きがいと二つの公共性との関係例 

 

９．おわりに 

 

最後にやりがいと生きがいの相違について触れる．一

般的には，やりがいは仕事に対して感じるものであり，

生きがいは人生において感じるものである，と捉えられ

ている．図-12 にやりがいと生きがいの関係の一例を示

す．ある同種業務を継続的に担当し充実した仕事を行う

こと（例えばある河川の基本計画の策定・実施）によっ

て，生きがいを感じることがあると思われる．また，人

生のある時点で，異なる業務，或いは専門性を活かした

市民活動にも参画することによって，その時点において

生きがいを感じることもあると思われる．やりがいを時

間的・空間的に拡張したものが，生きがいであると捉え

ることもできるように思われる． 

 生きがいとは一定期間の活動の成果から感じるもので

もあると考えられる．したがって，人間の良き本性，日

本人土木技術者の特長を最大限にかつ継続的に発揮でき

るような公共調達制度（再）設計が重要になる． 

 

 
図-12 やりがいと生きがいとの関係例 
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  Construction technology progresses day by day. Especially in recent years the rapid development of ICT 

is remarkable. However, there is a concern that the motivation, rewarding and living of construction 

prectitioners are not necessarily improved and rather even lowered. In this paper, focusing on construction 

consulting engineers, the author examined the reasons why engineers’ motivation, rewarding and reason in 

living went down and discussed the direction of the solution from multiple viewpoints. 
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本報告は，当社の新たなまちづくりの方向性を示す仮想環境としての月面への基地建設に係る研究の枠

組みを示したものである．月面基地研究に関する目標として，現在日本を含む各国が目指す入植拠点に係

る提案を目指す「短期目標」と，月面での大規模拠点に係る提案を目指す「中長期目標」を掲げた．また，

基地形成のシナリオ構築のため，アメリカやロシア，欧州などの月面探査計画を把握するともに，わが国

の探査技術開発の動向を把握した．その結果，技術開発について，要素技術の検討は進んでいるものの，

それらを結びつける建設計画となっていないこと，月面での拠点形成は宇宙技術よりは地上の土木技術に

親和性が高く，建設コンサルタントの参入意義が確認できた．今期はこれらの背景を踏まえ，基地建設に

係る概略シナリオを構築するともに，基地建設に必要な検討事項を整理した． 

 

     Key Words : lunar bese, regional planning, virtual research 
 

1.  はじめに 

   

アポロ11号が有人で月面に初めて到達したのは1969年

7月20日1)である．宇宙飛行士が宇宙服に身を包み月面を

探査する姿は現実のものとは言えSFの世界に近い感覚

ではなかったか．40代以上の世代にとって月面や月面基

地は，アポロの月面探査を同時代で見てきたことに加え

テレビアニメでも描かれる憧れの世界であったのではな

いか．有人探査による月面をめぐる状況は，人類が月に

降り立ってから50年近くを経て，米国や中国，欧州など

の宇宙開発の先進国が2030年代をめどに月面有人探査を

目指すなど，にわかに現実味を帯びてきている2)． 

月研究に携わっていなかったものからすれば，月が

SFから科学技術の領域に戻ってきたといえる． 

一方で，米国NASAや欧州ESAにより描かれる月面拠

点は，数人から十数人が月面で活動するための小規模な

基地として描かれ，大規模な拠点はいまだSFの領域に

ある3)． 

翻って地球上では，わが国においては少子高齢化や

人口減少が進展し，コンパクトシティ等の都市の縮減や

スマートシティ等の新たなまちづくりが求められている．

広く世界では人口爆発による食糧生産の問題，水や化石

燃料等の資源の配分とひっ迫，無秩序な都市建設など

「まちづくり」は多くの課題を抱えている．このような

環境制約，資源制約下での「都市」とは「社会」とはど

のようにあるべきか又は構築すべきかが問われており，

今後のまちづくりのあり方の提案が求められている． 

このような課題に対し，月面基地という一種の理想

条件下で，都市の立地，都市計画，空間設計，エネルギ

ーシステム，資源循環システム，社会システムの検討を

行うことで，課題に対する解決の方策を網羅的に示すこ

とができる可能性がある． 

月面基地に関する技術開発が小規模拠点形成レベル

とはいえ近い将来実現される水準にきていること，その

技術開発の実績を用いながらSF（アニメ）の世界に描

かれた大規模な月面拠点を，地球上で現実のものとなっ

ている課題認識を踏まえて構築検討を行うことは，SF

を現実のものに引き寄せる科学的試みと考えることがで
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きるのではないか． 

平成28年4月に閣議決定されたわが国の宇宙基本計画

では「①宇宙安全保障の確保」「②民生分野における宇

宙利用推進」「③産業・科学技術基盤の維持・強化」を

基本的な方針とし，目標達成のための取組は「衛星」や

「宇宙輸送システム（ロケット）」「リモートセンシン

グ」が中心であり月面には至っていない．このような状

況化で，検討結果だけでなく，検討プロセスをあわせて

示すことで，建設技術研究所が考えるこれからの「まち

づくりのあり方」の提案，月面開発に関する「考え方」

を示すことを本研究の目的とする． 

 

2.  目標とする成果と研究の進め方 
 
本研究では，2030年代など短期的に実現できる可能

性のある時点を想定した「短期目標」と2100年代など

技術開発の検討水準が構想レベルの時点を想定した「中

長期目標」のふたつを掲げることとする． 

短期目標では，現在の月面基地に関する研究や技術開

発動向をレビューしたうえで，拠点に必要となるインフ

ラ，インフラを維持するために必要となるエネルギーや

資源，拠点を構築するための整備手法などを検討

し,NASAやESAなどが描く月面拠点を当社なりの視点で

検証した「CTi月面拠点モデル」の構築を目指すものと

する． 

中長期的目標では，数百人から数万人の大規模な月面

基地形成を，その必要性や役割を含めて検討し,月面空

間での新たな都市・インフラ構築の可能性を提案する．

これは,当社が強みとする社会インフラの調査・計画，

設計，マネジメントに関する技術を総合的に示すもので

あり，本研究が当社が宇宙・月面開発に着手したこと，

当社の強みを生かした宇宙・月面開発の事業化とは何か

を検討するものともなる． 

 

表-1 本研究が目標とする成果 

区分 成果 
短期⽬標 ⽉⾯探査に必要となる⽉⾯拠点を検

討．⽉⾯地形，拠点に必要なインフラ
等を踏まえた「CTi ⽉⾯拠点モデル」
を構築． 

中⻑期⽬標 ⽉⾯での⼤規模拠点形成に関する検
討．今後の新たな都市・まちづくり在
り⽅を⾒すえた「⽉⾯基地」を提案．

 

本研究は,平成30年～31年の２ヶ年で実施するもの

であり，今期は研究が達成を目指す成果，及び月面基地

開発に関する既往の研究や技術開発動向の収集・整理，

研究の進め方について検討を進めた． 

 

１ 実施計画の⽴案

２ 情報収集、与条件検討・整理

３ 検討⼿法の検討

４ 調査・検討

５ ⽉⾯基地基本計画の作成
 

図-1 本研究の進め方 

 

来期以降はより具体的に次の検討を進めるものとする． 

 

表-2 月面基地基本計画に係る検討内容 

①⽉⾯基地の⽴地と必要なインフラの検討 
区分 検討内容 

基地の⽴地検
討 

・⽉の地形・地質条件，⽇照条件(太陽
との関係)，地球との位置関係，整備
する都市の規模などから⽴地選定 

・造成計画及び造成⽅法を検討
基地に必要な
インフラ検討

・基地形成の各段階において必要とな
るインフラを検討 

②⽉⾯基地計画の検討
区分 検討内容 

都市計画・空
間計画の検討

・都市計画(都市機能配置，公共交通計
画) 

・空間計画(⽉⾯ドーム，建築物，イン
フラ設計) 

エネルギーシ
ステムの検討

・エネルギー需要を推計し，エネルギ
ー供給システム計画（太陽光発電と
⽔素燃料電池等） 

・空間内の⽔循環，空気循環など⽣息
環境維持のためのシステム，熱循環
（熱収⽀） 

⾷糧⽣産，資
源循環システ
ムの検討 

・基地での⾃給⾃⾜システム（昆⾍⾷
や⼈⼯⾁，植物⼯場など） 

・基地建設に必要な資材調達(鉱物資源
や⽣産)，循環型の⽔や物質の利活⽤
システム 

閉鎖的かつ国
籍多様化での
社会システ
ム，産業政策
の検討 

・多様化を⽬指す社会，限定空間での
⼈⼝配置(再⽣産)，産業(社会経済シ
ステム)のあり⽅ 

・⽉⾯基地での産業化の可能性（希少
元素の採掘と地球への販売，1/6 重
⼒下での特殊医療や⽉⾯基地観光な
ど）

 

 

3. 月面基地開発に関する研究・技術開発動向 
 
(1) 各国の月面探査計画 

近年，宇宙探査，とりわけ月面探査の機運が世界中で

高まっている．ここでは，アメリカ，ヨーロッパ，中国，
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日本の月面探査計画について記述する． 

a) アメリカ 

NASAは2006年12月，コンステレーション計画の一環

として月面基地の建設構想を発表した．この発表では，

2020年までに建設を開始し，2024年頃には長期滞在を

可能とするとしていた． 

この計画では，スペースシャトルでの運用の反省を踏

まえ，低コストで信頼性の高い輸送手段として，アレス

ロケット及び月面着陸機アルタイルの開発が決定された． 

月面着陸機アルタイルは，月面における有人活動の要

となる着陸船及びローバーとなり4人の宇宙飛行士が1

週間程度生活できる装備を具備され，14.5トンの荷物

を月面へと輸送することが可能となっている． 

月探査についての計画も着実に進行する一方，無人探

査機(ルナー・リコネサンス・オービター)による月面基

地候補地の探索も進み，アルテア月着陸船を利用して月

の極地域に着陸し，有人月探査を実施するというプラン

が策定されたが，計画の遅れや予算の圧迫を理由として

2010年に中止が発表された． 

しかし，National Space Council(2017 年 10 月 5日)で，

米国は，再び米国宇宙飛行士を月に連れて行き，これを

足掛かりに火星を目指すことを宣言された．将来の有人

探査での現地資源利用の可能性を探るための月極域着陸

無人探査ミッション（Resource Prospector Mission：

RPM）を2022年の打上げに向けて検討している4)． 

b) ロシア 

ロシア連邦宇宙局は，2016年ころから無人探査機を

連続して打ち上げ，2030年代からは月の南極地域に月

面基地の構築を開始，2040年台には月面基地を備えた

本格的な基地へと進める構想がある5)． 

また，ロシアの宇宙開発全般を担当する国営企業「ロ

スコスモス」では，月探査計画の一環として長期滞在可

能な月面基地を建設し，アバターロボットを用いて遠隔

操作で月を探査していく構想を発表した．具体的には，

3Dプリント技術を応用し，研究部品などを宇宙船内で

作ることで，宇宙に出るときの荷物を大幅に削減し，月

面の岩石に発見される「ヘリウム3」を応用して月面で

の核融合によるエネルギー確保を検討しており，常時居

住可能な月面基地開発を構想している． 

c) 中国 

第7回「宇宙技術革新国際会議」において，エネルギ

ーを長期にわたり供給できる前提で，「自主的に運用で

きる無人月面インフラ」を構想中と発表し，中国の国家

戦略「中国製造2025」とともに出された「2016中国宇

宙白書」に則って月面基地を作ることに向けて取組みが

進められており，2018年12月8日に，月探査機「嫦娥

4号」を打ち上げられた．「嫦娥4号」は，人類初の月

の裏側の軟着陸を実現し，着陸地点とローバによる走行

探査を展開し，地球-月系L2点で通信中継を行う予定と

なっている．月探査プロジェクトの実施により，月面の

地形検出および地質の観察を展開し，月面サンプルの研

究を行い，月の裏側の地質学的特徴の探測と研究を行い，

また低周波の電波天文観測や研究を行い，月の起源と進

化に関する認識を深めるとされている6)． 

d) 欧州（欧州宇宙開発機構：ESA） 

ESAでは，2014年のESA閣僚級理事会での宇宙探査戦

略に関する決議を基に，「ESA宇宙探査戦略（ESA Space 

Exploration Strategy）」が策定され，ロシアの月探査

ミッション（南極）に関して着陸センサやドリルの提供

などでの協力を進めており，中国の嫦娥ミッションの追

跡を支援している7)．また，月を民間などへのオープン

な形で継続的に探査するためのムーン・ヴィレッジ構想

の具体化を図っている． 

ムーン・ヴィレッジの建築資材は地球から運ばれてい

くのではなく，3Dプリンティング技術により月面の土

壌成分を使って基地を造り，宇宙飛行士がロボットや無

人ローバーとともに活動する深宇宙探査の拠点とするこ

とを想定している． 

e) 日本 

2006年7月31日の月周回衛星 (SELENE)シンポジウム

にて，2020年前後の有人月面着陸と，2030年前後の月

面基地建設構想を明らかにしている． 

また，宇宙基本計画の工程表改定が進められ，アメリ

カが構想する月面の有人探査などへの参加に向けて，関

連する技術開発や各国間の調整を主体的に進めるとした．

具体的には，人工衛星に衝突する可能性がある宇宙ゴミ

などの動向を追う監視システム（SSA）の2023年度から

の運用開始を念頭に置いた米国，フランスとの協力強化

や，月の着陸探査活動に関するインドなどとの技術協力

を盛り込んだ8)． 

 

(2) わが国の探査技術開発の動向 

わが国では，宇宙基本計画に基づき，「太陽系探査科

学分野については，効果的，効率的に活動を行える無人

探査をボトムアップの議論に基づくだけでなく，プログ

ラム化も行いつつ進める．」とされている9)．さらに，

この実現に向けた「宇宙基本計画工程表（平成30年度

改訂）」が平成30年12月11日に宇宙開発戦略本部で

決定された10)．この中では，月・火星・水星といった重

力天体への着陸実証実験，深宇宙探査技術実証機開発，

国際協力・民間活力活用による有人宇宙活動の方向性が

示されている． 
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出典：宇宙基本計画工程表（平成30年度改訂）
11)
 

図-2 「宇宙科学・探査」に関する工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宇宙基本計画工程表（平成30年度改訂）
12)
 

図-3 「国際宇宙ステーション計画を含む有人宇宙活動」に関

する工程表 

 

この目標達成に向けて，JAXA では「宇宙探査イノベ

ーションハブ（以下，探査ハブ）」を創設し，民間企業

や大学，研究機関との共同研究を開始した13)． 

この取組みには，以下の特徴がある． 

・発注型から参画型へ（課題設定段階から民間企業

等ニーズを取り込む） 

・設計思想（集中から自律分散協調）の変革 

・技術開発の出口戦略の転換（宇宙探査技術と地上

産業への波及を同時に）行う 

・人材糾合，異分野融合によるオープンイノベーシ

ョンの実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JAXA資料
14)
 

図-4 「宇宙探査イノベーションハブ」の取組み 

 

この「探査ハブ」には，多数の民間企業・大学・研

究機関等が参画しており，非宇宙の民間企業では，大手

ゼネコンやハウスメーカーといった建設・建築業の参画

も見られるものの，現時点では，建設コンサルタント会

社の参画は見られない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JAXA資料
15)
 

図-5 探査ハブ参加企業・大学等一覧 

 

「探査ハブ」では，宇宙探査・宇宙開発の技術研

究・開発が進められているが，要素技術の開発が先行し

ており，それらをつなぐ技術・体系化に関する研究が不

足している可能性がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JAXA資料
16)
 

図-6 宇宙探査技術のポートフォリオ 

 

JAXA 担当者への聞き取りでは，予算的・政治上の制

約により，国主導の宇宙開発では月面探査・到達までが

やっとの状況とのことであり，月面到達後のビジョンを

描けていないことが現状と考えられる．一方で，現在の

宇宙技術開発では，「宇宙利用」と「地上展開」を同時

に行うことがトレンドとなっている． 

 

(3) 月面基地研究上の留意点 

月面基地開発に関する研究・技術開発動向を踏まえ
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ると，世界的には，月面基地は将来的な火星開発・深宇

宙探査に向けた宇宙拠点の一つとして捉えられており，

その実現に向けた探査・技術開発が進められている．半

面，わが国では，月面基地のあり方に対する方針等は明

確化されていない． 

わが国の宇宙開発を主導する JAXA においては，「探

査ハブ」の創設により技術開発を加速化しているが，有

人宇宙基地に対する横断技術開発・体系化などは，今後

の課題である可能性がある．さらに，JAXA は宇宙到

達・探査が主事業であり，社会インフラの構築は未着手

の領域になっていると考えられる． 

将来的な月面基地は，多種多様な人々により構成さ

れる一つの「都市」といえる形になることが想定される

ため，その創設・維持管理に向けてたインフラ・社会シ

ステムの構築に向けた研究・技術開発が必要と考えられ

る．また，その実現にむけては，現行の宇宙開発技術だ

けでなく，地上のインフラ等をどのように実装していく

かが重要な課題となる． 

以上を踏まえた，月面基地研究上の留意点は，以下

のとおりである． 

①月面基地開発の目的明確化 

②月面基地開発の条件整理 

③要素技術開発のトレンド整理・体系化 

④月面基地開発に向けた課題整理 

⑤不足する技術・システムの明確化 

⑥課題解決に向けた方向性の整理 

 

前述のように，将来的な月面基地とは，極限状況下

における都市構築が求められるものであり，建設コンサ

ルタントの持つ技術全般が要求されるものと考えられる． 

 

4．月面基地の開発動向を踏まえた基地基本計画検

討のあり方 

 

(1) 火星の入植拠点としての月 

 人類が月面に到達したのは 1969 年．それから約半世

紀が経過し，新たな宇宙開発に向けたレースが始まって

いる．各国が掲げる次の目標は，月面に「基地」を建設

し，火星移住への足がかりにすることである．火星は，

人類が移住できる可能性のある，太陽系唯一の惑星とい

われる．月は水と大気がほぼ存在せず重力が小さい一方，

火星には水と大気が存在し，地球の3分の1に相当する

重力がある．火星への入植を目的に， 終的には地球と

同様の暮らしを可能とするように火星の大気や環境を惑

星ごと改造するテラフォーミング計画などの考え方も存

在する．火星が人類にとっての新居なら，月は入植拠点

として位置づけられている． 

表-3 火星の入植の主な活動団体 

年 団体名 概 要 

2012 Mars One 

2025年までに火星に人類初の永住地を作る

ことを目的にするオランダの民間非営利団

体．移住希望者を募集し，約20万人の移住

希望者の中から日本人10人を含む1058人の

候補者を選んだと発表 

2018.02 SpaceX社 
アメリカの民間企業．火星有人飛行の実現

に向けて無人ロケットを打ち上げ 

2018.03
The Mars 

Society 

火星への移住を研究している国際機関．

MDRS（火星砂漠研究基地）にて，火星と同

環境を想定して生活する実験を開始． 

＊世界10か所以上でｼﾐｭﾚー ｼｮﾝを実施 

2018.05 NASA 
火星探査機「Insight」と小型人工衛星2機

が火星へ．火星の内部構造を調査． 
出典：Mars One online 17) ，Space Exploration Technologies Corp online 18) ，The Mars Society online 19) ，

NASA online 20) 

 

火星への「片道切符での」有人飛行を目指すプロジ

ェクトが「Mars One」であり，2031 年には 初のクルー

が火星へと向かうロードマップを示している．2013 年

より入植希望者を世界から募り，火星移住候補者を 100

人に絞りトレーニングを実施．2022 年に無人実証機を

火星へ送り込み，2024 年に火星周回通信衛星を打ち上

げ．2026 年に火星基地設営地点にローバーを送り込み，

入植に向けた基盤を整えるとしている17)． 

日本では JAXA が火星衛星探査計画として，2020 年を

目標に衛星の打ち上げを計画しているが，米の NASA は

2018 年 11 月に探査機の火星着陸に成功．火星の内部を

調べ，月や火星へと宇宙飛行士を送り出すための準備に

役立つ科学的情報入手を進めている．また，火星居住コ

ンペを行い，日本人を含むチームの提案した，火星の氷

を用いて 3D プリンターで建築する Ice House が優勝し

た20)． 

アラブ首長国連邦（UAE）では 2014 年に宇宙庁を設立，

2017年にドバイで開催された世界政府サミットで「Mars 

2117」を発表．UAE の建国 50 周年となる 2021 年に中東

地域で初となる無人探査機を火星の軌道に乗せること，

2117年には火星に居住可能な都市（約600km2）を作り，

60 万人を移住させることを目標に掲げた．さらに

「Mars Science City Project」と名付けられた計画では，

ドバイ近郊の砂漠の中に火星移住にまつわる研究を行う

人工都市を 建設することを目指している．総面積約

18ha の敷地に火星における住環境を再現 する施設を作

り，いくつもの透明ドームで覆うプランが立てられてい

る．ドーム内には実際に人が生活できる環境を作るほか，

荒れた土地での農耕栽培やエネルギーおよび水の循環シ

ステムなどの研究や，砂漠の砂を材料とする 3D プリン

ターで作られた建築物が予定されている21)． 

上記のように，火星移住計画に向けた取り組みが進

んでいるが，その足掛かりとして，月面基地が重要な役

割を果たしているのが，現在の宇宙開発の動向である． 
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 (2) 入植シナリオの想定 

月面空間において，大規模な月面基地整備を行うに

は，本格的な基地整備のための資材確保や建築機械の整

備等が必要となるなど，段階的に整備を進める必要があ

る．そのため，本研究では月面への入植を行う（以下

「入植期」と言う）から，基地形成を進める「開拓期」,

月面基地が完成し,目的とする機能や活動を行うことの

できる「完成期」の３段階を想定した検討を行うものと

する． 

本報告時点で想定している各時期ごとの基地の役割

と規模等を次に示す． 

 

a) 入植期 

月面基地形成の 初期段階である．入植者の居住サイ

トの形成を主たる目的とし，次の開拓期に必要なる鉱

物・水資源探査，居住サイト・鉱物資源採掘に必要とな

るインフラの構築を行う．居住規模は，数人～数十人程

度を想定する． 

 

表-4 入植期の月面基地の規模と活動内容 

時期 ⽉⾯基地形成のための最初期段階．
2040 年代 

役割 ・基地建設⽤資材の確保 
・基地建設⽤機械・プラントの製造（組

⽴） 
規模 ・⾯積  ：300m2（居住地部分のみ：1

⼈あたり 15m2） 
・居住規模：数⼈〜数⼗⼈程度 

活動内容 ・⼊植者の居住サイトの形成 
・開拓期に必要となる鉱物・⽔資源探査 
・開拓期に必要となる居住サイト及び鉱

物資源採掘に必要なインフラの構築 
・建設⽤機械の組⽴ 

 

b) 開拓期 

月面基地を建設する段階である．月面基地建設に必

要な資源採掘，資源からコンクリートや鋼製構造物等の

資材製造を行い，基地建設を進めることを主たる目的と

する．居住規模は，数百人～数千人程度を想定する． 

 

表-5 開拓期の月面基地の規模と活動内容 

時期 ⽉⾯基地形成の建設段階． 
2040 年代中盤以降 

役割 ・⽉⾯基地の建設 
規模 ・⾯積  ：90,000m2（居住地部分の

み：1 ⼈あたり 30m2） 
・居住規模：数百⼈〜数千⼈程度

活動内容 ・基地建設⽤資源採掘 
・採掘資源からの資材製造（コンクリー

ト，鋼材など） 
・建設・建築⽤部材の製造（プレキャス

ト，鋼板など） 
・基地建設 

 

c)完成期 

月面基地として機能する段階である．本研究では火

星入植のための資源採掘と資材製造，火星や深部宇宙探

査のための宇宙船の製造，1/6 重力化での医薬品製造や

食糧生産，特殊医療など月の特性を生かした産業活動，

月面観光，火星入植者の訓練など月面での自立した社会

経済活動が行われることを想定する．居住規模は1万人

～10万人程度を想定する． 

 

表-6 完成期の月面基地の規模と活動内容 

時期 ⽉⾯基地として機能する段階．
2100 年代

役割 ・⽕星⼊植拠点 
・特殊産業拠点 
・観光拠点

規模 ・⾯積  ：25,000,000m2（居住地部分の
み：1 ⼈あたり 250m2_DID 相当） 

・居住規模：1 万⼈〜10 万⼈程度
活動内容 ・⽕星⼊植のための資源採掘と資材製造

・宇宙船製造 
・⽕星⼊植者の訓練及び適正検査 
・1/6 重⼒化での医薬品製造や⾷糧⽣産，

特殊医療など⽉の特性を⽣かした産業
活動 

・⽉⾯観光
 

 (3)  基地の立地に必要なインフラ 

a) 入植期の月面拠点 

 月面での有人基地開発には，厳しい環境下で，誰

もが迅速に作業を進めていけるインフラ整備が求められ

る．ここでは，地球環境で も過酷な南極基地（昭和基

地）のインフラ技術等が入植期の月面拠点へ応用できる

とみて，南極基地を例に必要なインフラを示す 22)．  

①建築構造 

南極基地は，工場で部品を生産して現地で組み立て

る建築方法であるプレハブ工法を取っている．プレハブ

工法は 1～2 名の建築隊員の指揮のもと，素人でも組み

立てが可能であり，重さや大きさに制限のある資材で素

人の隊員たちが建設をするという条件をクリアすべく生

まれた工法である． 

②エネルギー 

基地の電力を賄う発電装置は発電棟に設置されてい

る2基のディーゼルエンジンと発電機となっている．発

電装置のエンジン部分はエネルギーの有効利用を図るた

めに熱電併給（コジェネレーション）システムの一部を

担っており，冷却水熱や排気ガス熱は造水や温水暖房の

熱源となっており，回収率は約75％にもなる． 

補助電源として太陽光発電が設置されているが，高

緯度の極地のため冬季の3カ月間の出力はゼロとなるこ
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とから，資源量自体は大きいが，長期的な出力変動が激

しい．そのため，設置されている風力発電装置の出力を

一旦水素に変換することにより備蓄し，その後，備蓄し

た水素からエネルギーを取り出す水素発電機の導入を進

めている． 

③通信整備 

昭和基地が位置する東オングル島は，電波を発する

観測機器等が乱立し，電波環境的には極めて厳しい環境

にある．現在でも，隊員が生活する場とアンテナ群はゾ

ーニングにより分けられているが，狭い東オングル島の

中のみで考えていては，新たな観測の展開の可能性に対

応できない．そこで，基地の利用可能エリアを西オング

ル島へも大きく広げたうえで，観測エリアと生活エリア

を大別してゾーニングを行っている．観測機器の無人化

（遠隔操作）及び基地内ネットワーク網の構築を図って

いる． 

④移動手段 

氷床上では，雪上車・スノーモービル・４輪駆動車

などの車両を目的に応じて利用できることが重要である． 

特に，氷床上で抜群の機動力を誇る4輪駆動車（アー

クティックトラック等）の導入は不可欠である． 

b) 完成期の月面基地 

 完成期の月面基地は1～10万人程度の居住を想定する

ため，月面に一つの都市を形成するに等しい．UAE が

2117 年に火星へ 60 万人規模の移住を計画していること

から，火星都市形成から約100年後に，月面都市が地球

と火星を結ぶ中継基地（都市）として機能していると想

定する． 

 なお，「都市」とは「地域の社会的・経済的・政治的

な中心となり，第二次・第三次産業を基盤として成立し

た人工・施設の集中地域」（建築学用語辞典）と定義さ

れることから，月面都市においても，経済活動等を通じ

た自立と成長が必要となる． 

 なお，前提条件として，酸素や食料など人間が生存す

るために必要な物資の補給と排泄物などの処理を含めた

人工閉鎖系の生命維持システムが構築され，低い重力の

対応と放射線対策技術の確立，入植の開拓期までの間に

月面の資源を用いた製造システムと地球・火星からの

人・モノの移動・輸送システムが完成しているものとす

る． 

 上記の前提に基づき，完成期における月面都市の物理

的なインフラとして①地盤，②交通，③エネルギー供給，

④情報，⑤上下水道，⑤住居，⑥街区形成が想定される．

月面都市内での活動として居住エリア，資源採掘や製造

等の産業活動を行う産業エリア，食料・通信・エネルギ

ー生産等の静的な生産活動を行うエリア，惑星間の物資

や人の交通システムが想定されるため，これらの機能を

都市内に配置し，それぞれのエリア間をモビリティで結

ぶことが想定される． 

 なお，インフラ構築においては文化的，政治・社会的

側面も重要であり，コミュニティ，教育，治安，文化，

医療等のあり方も重要となる．特に月面都市は，多様な

人種が集う都市であり，かつ，一つの閉鎖的空間での持

続的な活動が求められることから，現代の持続可能な開

発目標（SDGs）が具現化されているとともに，IoT，ロ

ボット，AI，ビッグデータ等の新たな技術をあらゆる産

業や社会生活に取り入れた「Society5.0」の次の形態が

実現している都市といえる．そのような意味では，月面

都市のインフラを検討することは，未確立の技術が多い

なかでも，これからの都市のあり方を示す一方策になる

と考える． 

 

(4)月面基地計画の検討要素 

月面基地における都市計画や食糧生産システムなど

多くの検討課題があるが，それらを駆動させるために必

要なエネルギーシステムについて概略検討を行うととも

に，その他の検討要素について研究の論点整理を行った． 
a) エネルギーシステム 

月面基地において想定されるエネルギーシステムの

主なエネルギー源としては，太陽光と原子力が考えられ

る．十分な太陽エネルギーが得られる所では太陽電池に

よる太陽光発電が, 太陽エネルギーが得にくい所では原

子炉での熱電変換による原子力発電が，それぞれ有効で

あると考えられる． 

月面への入植期～開拓期においては，現在普及して

いる太陽光発電が現実的であるが，月面では約2週間ご

とに昼夜が入れ替わるため，昼間に発電した電気を貯め

て夜間に利用できるようにする必要がある．ただし，月

の地軸は約1.5度傾いているため，地球と同様に日照時

間は季節変化し，極地方では白夜と極夜が現れると考え

られる．月を完全な球体と仮定した場合の同一経度上に

おける緯度ごとの理論上の日照時間を図-7 に示す．地

軸の傾きの影響を受けにくい緯度 88 度までは，昼夜が

入れ替わる時間は約2週間でほぼ一定しているが，緯度

89 度の所になると 120 日間以上も連続して極夜に近い

状態に晒されることが想定される．  
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図-7 月の同一経度上における緯度ごとの理論上の日照時間 

 

しかし，実際には月の表面は数千mの起伏に富んだ地

形をしているため，極付近の高い山頂部では，極夜の時

期であっても日照を受けることができると考えられ，

「かぐや」による観測結果によれば，日照期間が 80%以

上ある地域は 5 箇所確認されている（図-8 参照）．こ

れらの地域の周辺では，太陽光発電による安定した発電

と電力供給が期待できる．  

 
出典：国立天文台 online27) 

図-8 月の北極周辺と南極周辺における日照率 

 

月面基地のエネルギー需要量は滞在人数に概ね依存

するものと考えられることから，国際宇宙ステーション

の事例から 1 人あたり 20kW の電力供給能力が必要と見

込み，太陽光発電と燃料電池によるエネルギー供給シス

テムの規模を推計した．なお，入植エリアは緯度 89～

90 度の極地域を想定し，太陽光発電所は極を挟む形で

複数個所に設置する想定とした（図-9 参照）．この条

件下での連続夜間期間は約100日間で，現状の宇宙用の

技術として確立しているアルカリ電解質型燃料電池（発

電効率 70%）28)で連続夜間期間のエネルギー供給を行う

場合（図-10 参照），出力規模は 1,000kW となり，これ

を賄う 8,400Nm3/日（350 Nm3/h）の水素製造能力と

1,100,000Nm3 の水素貯蔵能力が必要であると考えられる

（表-7 参照）．中長期的には，宇宙空間で複数の太陽

電池を周回させて発電した電力を，月面基地まで無線送

電することで，長期間の夜間の電力の問題を燃料電池な

しで解決できると考えられる（図-9参照）． 

 

表-7 月面基地におけるエネルギー供給システムの種類と規模 

⼊植期 ・太陽光発電：供給電⼒ 2,020kW（1,010kW
×2 基） 

・燃料電池：供給電⼒ 1,000kW 
・⽔素製造能⼒：8,400Nm3/⽇（350 

Nm3/h） 
・⽔素貯蔵能⼒：1,100,000Nm3 
・滞在⼈数：50 ⼈程度 

開拓期 ・太陽光発電：供給電⼒ 40,400kW（10,100
kW×4 基） 

・燃料電池：供給電⼒ 20,000kW 
・⽔素製造能⼒：16,800Nm3/⽇（7,000 

Nm3/h） 
・⽔素貯蔵能⼒：16,300,000Nm3 
・滞在⼈数：1,000 ⼈程度 

完成期 ・太陽光発電：供給電⼒ 200,000kW
・滞在⼈数：10,000 ⼈程度 

[参考]国際
宇宙ステー
ション

・太陽光発電：供給電⼒ 84〜120kW
・蓄電池：充電能⼒ 8.4kW，放電能⼒ 6.6kW
・滞在⼈数：6 ⼈  

 

図-9 月面基地において想定する太陽光発電システム 

 

図-10 入植期・開拓期における年間発電量 

 

b) その他の検討要素 

月面基地計画において検討課題として考えられる要

素について，今後の研究の方向性として考えらえる事項

を表-8に整理した． 

入植期・開拓期 完成期 

宇宙空間で周回させた複数の

太陽電池で発電した電力を，

月面基地まで無線送電する．

極を挟む形で複数箇所の太陽
光発電所を配置する.太陽は地
平面付近を周回することか
ら，太陽光パネルは両面発電
型のものを垂直に配置する．

月面基地
太陽光発電 太陽光発電

月面基地 
太陽光発電 

太陽光発電
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表-8 月面基地計画におけるその他の検討要素 

都市計画，
空間計画 

・都市計画(都市機能配置，公共交通計画)
・空間設計(⽉⾯ドーム，建築物，インフラ

設計) 
⾷糧⽣産，
資源循環シ
ステム 

・基地での⾃給⾃⾜（昆⾍⾷や⼈⼯⾁，植
物⼯場） 

・基地建設に必要な資材調達(鉱物資源や⽣
産) ，循環型の⽔や物質の利活⽤システ
ムの検討（図-11 参照） 

閉鎖的かつ
国籍多様化
での社会シ
ステム，産
業政策 

・多様化を⽬指す社会，限定空間での⼈⼝
配置(再⽣産) ，産業(社会経済システム)の
あり⽅を検討 

・⽉⾯基地での産業化の可能性（希少元素
の採掘と地球への販売，1/6 重⼒下での
特殊医療や科学実験，⽉⾯基地観光）

 

 
出典： JAXA onkine29) 

図-11 宇宙探査において目標とする再生型ECLSSの系統図 

 

6．まとめ 
 
地球の人口増等に伴う人類の新たな入植先として，

火星移住計画の検討がアメリカ航空宇宙局（NASA）やヨ

ーロッパ宇宙機構（ESA）で進められているところであ

る．これらの計画では，月面に火星への入植拠点として

の月面基地計画が位置づけられている．本研究でも，こ

のシナリオを採用し，月入植から基地形成までの検討を

進める予定である． 

つまり本研究では，火星での都市形成に必要となる

資材や人材等を構築し輸送するための拠点となる月面基

地基本計画の検討として，入植から基地形成までの段階

的なシナリオを明らかにするとともに，月面基地におい

て必要となる社会経済システムを含む社会インフラとそ

の構築手法を明らかにすることを本研究の目的とする． 

 

【本研究によって明らかにしたいこと】 

① どのような街や社会が必要なのか 

② 月面基地をつくるために必要な技術とその課題 

③ 月面基地の維持に必要な技術とその課題 

 

また本研究の位置づけをより明確にするためには，

次の点を明確にする必要があると考えた． 

① 人類の新たな入植先の必要性 

なぜ宇宙に行かなくてはいけないか，特に地球の

人口爆発と環境収容力の限界について． 

② なぜ月か 

入植先としての月，火星，コロニーなどについて

もレビューの必要がある． 

③ 人類にとっての入植 

これまでの入植や民族大移動の歴史を紐解く必要

があるのではないか． 

 

今期の研究成果を踏まえ，来期以降，月面基地基本

計画の検討をより具体化する予定である． 

 

謝辞：本研究に際し，大阪大学大学院理学研究科佐々木

教授に有益な助言を賜りました．ここに記して，深く感

謝申し上げます． 
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A STUDY ON THE BASIC PLAN OF THE LUNAR BASE 
 

Yoshiyuki AOU,Fumi TAKAHASHI,Tomohiro IGARASHI,Yuuta YANADA and 
Kenta MATSUSHIMA 

 
The present research indicated a research framework of the construction of lunar base as a virtual 

environment showing the direction of our new regional planning. As the goal regarding lunar base 
research, the short-term view is set up aiming at the proposal concerning settlement bases which various 
countries are aiming for. And the medium-long-term goal is set up aiming at the proposal concerning 
large-scale bases on the moon. In addition, we also grasp the lunar exploration program of the United 
States, Russia, Europe, etc., as well as the trend of exploration technology development in Japan. As 
results regarding the technology development aspect, although the study of elemental technologies is 
progressing, there has no construction plan to connect them. We also confirmed the significance of 
construction consultants’ entry, because lunar base formation has a higher affinity to the civil engineering 
technology on earth, rather than the technology in space. In this term, we built a summary scenario related 
to the construction of lunar base based on those backgrounds, and organized necessary considerations for 
the construction of the base. 
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た業務報告書の分析において 1996年，2016年の 2ヶ年で比較し，ユーザー調査を取り扱う論文，業務が増え
たこと，2016年の業務では「防災」や「都市」にユーザー調査を実施する割合が高いなどの領域別の傾向があ
ることを把握し，次年度の試行業務選定の参考情報を得た．

Key Words : infrastructural planning, user research, qualitative data, Human-centered Design, public
involvement

1. はじめに

社会基盤整備事業においても，住民をはじめとする

利害関係者の参画や意向の反映をもって，より良い計画

策定や事業実施を目指す仕組みが導入されている．例

えば，1997年の河川法の改正では，河川整備計画の手

続きに市民参加の意思決定システムが組み込まれた1)．

道路については，道路利用の満足度調査が実施された

時期を経て2) 3)，構想段階からの住民参画を促すガイド

ライン4) が公表された．しかしパブリック・インボル

ブメント (Public Involvement, PI) のガイドラインに

ついては異なる計画レベルに多様な考え方で導入され

ており，運用によっては形骸化されかねないという指

摘5) がある．

一方で，2005年には行政手続法によりパブリックコ

メント制度（意見公募手続き制度）が制定され，国の

行政機関が政令や省例を定め用途する際に，一般から

の意見を聞くことが定められ，社会基盤の整備におい

ても，しばしば実施される．この手続きは「行政運営

の公正さの確保と透明性の向上を図り，国民の権利利

益の保護に役立てる」ことを目的とし6)，施策や計画の

質の向上を目的とするものではない．

得られた意見を活用する方法として，著者は会議や

インタビューの記録，当事者による手記を社会基盤整備

事業に反映するための方法を提案した7)．この手法は，

発言の記録を元に，計画に登場するステークホルダー

を主語とする物語に変換するものであり，物語は後述

する人間中心設計の手法の一つであるシナリオの要件

を満たすものである．藤井らによる一連のナラティブ

研究8) と同様に，自然言語で記されたシナリオは，理

解に特別な知識を必要とせず，利害関係者間で共有し

やすいことが期待される．

著者らは特定非営利活動法人人間中心設計推進機構
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(HCD-Net)において社会基盤 SIG (SI-SIG) を設立し，

利用者の満足を得ることを目的として製品，情報シス

テム，サービスの開発で用いられる人間中心設計を社

会基盤整備において適用し，より良い社会基盤整備を

行う仕組みの研究に取り組んでいる．SI-SIGでは，公

共が実施するシステムやサービス開発，社会基盤分野

での教育の，事例の収集や分析を進めている．

そこで本研究では，SI-SIGの活動と連携しつつ，建設

コンサルタントが社会基盤整備において現在実施する，

住民や利用者等の利害関係者への調査（これを「ユー

ザー調査」と呼ぶ）を，より良い計画に役立てる方法

を検討し，建設コンサルタントが業務において参照で

きる方法集のコンテンツを用意することを目的とする．

なお，本研究では，現行の業務プロセスを変更せず，

既往のユーザー調査を，建設コンサルタントの業務に

おいて適用できるよう実践を行いつつ再整理すること

とし，業務プロセスの変更については，SI-SIGを中心

に研究を進めることを予定している．

本論文は 3ヶ年を予定する研究の初年度の経過報告で

あり，次の各章により構成される．第 1章は本章であ

り，研究の背景と目的を述べた．第 2章は，3ヶ年の研

究の流れと実施体制である．第 3章では，本研究が対

象とする社会基盤整備と人間中心設計の概念を共有す

る．第 4～6章は本年度の研究の結果であり，第 7章に

おいて，社会基盤整備分野でのHCDの可能性として考

察する．第 8章は本論文の結論である．

2. 研究の概要と進め方
本研究は 3年間で実施することを前提とし，1年目に

はユーザー調査の実態の把握，2年目にはプロジェクト

類型別の可能性検討，3年目には建設コンサルタントが

実施するユーザー調査方法論の構築を実施することと

した（図–1）．

1年目に当たる本年度は，建設コンサルタントが業務

として実施するユーザー調査について，次の側面から

実態を把握する．すなわち，

• 法律や制度
• ステークホルダーとユーザー調査の関係
• 研究段階での実施実態
• 業務における実施の実態

である．2 年目には，この実態より実施効果が大きい

と考えられる領域の業務を抽出し，実業務に並行して，

ユーザー調査を実施し，効果や課題を把握する．また

同時に，業務の領域別に用いることのできるユーザー

調査方法を提案する．そして 3年目に，建設コンサル

タントが実施するユーザー調査方法論を，社内で共有

できる方法論集として整備する．

本研究は，加納敏行を課題責任者，瀬尾弘美を研究責
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図–2 研究体制

任者とし，社内の担当者 4名からなる研究会を設置し，

社外連携研究員 1名を加えた体制で実施する（図–2）．

また，非営利活動法人 人間中心設計推進機構に設置さ

れた社会基盤 SIGと連携しつつ進める．研究責任者は

社会基盤 SIGのメンバーであり，社外連携研究員は SIG

の主査を務めている．本研究課題における分析や海外

事例等の調査については，人間中心設計の専門家から

なる同 SIGの知見を反映させ，効率的な研究推進を目

指す．

3. 人間中心設計と社会基盤整備
本研究において用いる概念と用語を解説する．

(1) 人間中心設計

人間中心設計とは “Human-centered Design” (以下，

「HCD」と表記する) の訳語である．技術中心による

設計の対語でもある．類語に “User-centered Design”，

“Customer-centered Design”があるが，本稿では，ISO

9241-210:20109) の表記に従う．また，ISOの記述の日

本語表記は黒須10) 及び安藤11) に従う.

HCD は ISO 9241-210:2010 に示されるように，製
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品，情報システム，サービスを対象としたデザインプ

ロセス（図–3）であり，ユーザーの利用の状況を観察

し把握した上で，設計対象によりユーザーが達成する

状態を定義する．ユーザーが達成する状態を「理想の

ユーザー体験」，“User Experience” (UX)と呼び12)．

UXを実現する方策を立案し，その方策が定義したユー

ザーの状態を達成するかを評価する．そして解決する

と判断するまで，適切な段階に戻る．このデザインプ

ロセスにおいて，ユーザーの利用状況の観察，すなわ

ちユーザー調査は，設計の初期の段階において実施さ

れることに特徴がある．

HCDにおいては，観察やインタビュー調査，ダイア

リー法といった，定性的なデータを得る調査もしばし

ば実施される．調査結果からユーザーやその体験であ

る UXを表現する方法には，例えば，ペルソナ，コン

テクスチュアル・インクワイアリー，シナリオ法，構

造化シナリオ法，ジャーニー・マップなど様々な手法が

あり，UXリサーチを専門とする書籍も出版されている

（例えば安藤12)，樽本13)，奥泉ら14) など）．

(2) 社会基盤

本研究では，社会基盤（インフラストラクチャ，イ

ンフラ）の定義を，河上ら15) による「生活環境施設」

「交通通信施設」「国土保全施設」「農林漁業施設」の 4

分類の施設に加え，行政が発注する計画，施策，システ

ムや行政サービスに拡大する．社会基盤は事業プロセ

スがウォーターフロー型であるという特徴を持つ．す

なわち，「事業構想・計画」「調査・設計」「施工」「運営・

維持管理」という事業プロセス16)は，各プロセス毎に

契約が完結し，基本的には前のプロセスに戻ることは

ない．また，事業発注者，納税者，近隣住民，利用者と

いった多様なステークホルダーが関与する．このため

に，製品，情報システム，サービスを対象とし，繰り

返しプロセスを求める HCDの適用は困難であると考

えられる17)．

人間中心設計プロセスの 
計画

利用状況の 
理解と明確化

ユーザーの要求事項の 
明確化

ユーザーの要求事項を 
満たす解決案の作成

要求事項に対する 
設計案の評価

解決案が 
ユーザー要求に適合する

英語は，(Tarumoto, T. 2010)から． 
ISO 9241 - 210 key human-centred design activities are now “requirements”. (Stewart, T. 2010)

適切な段階へ反復

注：日本語訳は黒須10)，安藤11) による．

図–3 ISO 9241-210の人間中心設計プロセス

(3) 公共サービスにおけるHCD適用事例

社会基盤整備全般での HCDの適用は困難であるが，

対象を「サービス」に限定すると，国内外に事例を見

つけることができる．

例えば，デンマークでは，電子政府システムである

市民ポータル “borger.dk”18) の開発のために，代表的

なユーザー像として 2006年に 12人のペルソナを19)，

2011年から 2012年にかけ，他の電子政府システムの

「セルフサービス利用」に適用できるようより汎用性の

高い 6名のペルソナを今度は既往の統計調査を用いて

策定した20)．策定の各段階において，意思決定権を持

つ関係者がステークホルダーとして参画した．公共が

主体となる事業でのHCD適用事例であること，多様で

多数なステークホルダーが開発の初期から参画するス

キームが用意されたこと等の特徴を持つ21)．

我が国においては，使い勝手の良い電子政府システ

ム開発ための手順を定めた「電子政府ユーザビリティガ

イドライン」22)が 2009年に策定された．そして，2018

年にはシステムを利用する状況であるサービスデザイ

ンを行うことを求める「デジタル・ガバメント推進方

針」23) が，業務の改革に言及したガイドラインや実行

計画とともに策定された．我が国の公共が主体となる

システム開発においても，HCDの適用が始まっている．

(4) 本論文における用語

本論文では次のように用語を定義する．

領域 「河川」「防災」「都市」「道路」等の事業の分類．

ユーザー調査 ユーザー，あるいはステークホルダーの

行動や意向が現れたデータを取得する調査や活動．

調査や活動の結果，定量データ，定性データを得る．

定性データ ユーザー調査により得られるデータのうち，

質的データと呼ばれる，定量データでないもの．こ

れまで社会基盤整備におけるユーザー調査では，多

くが定量データを取得している．一方，HCDでは，

行動の観察やインタビューなどの調査の多くは質

的調査であり，定性データが得られる．

4. 本年度の活動

本年度は全社を対象とした「学習会」を 1回，研究

メンバーによる「研究会」を 3回開催した．これら以

外に，研究開発投資に定められた中間報告会，研究報

告会において進捗を報告した．また，研究責任者と社

外連携研究員は，対面及びウェブ会議システムを利用

した打ち合わせを 19回開催した．このうち，学習会及

び研究会の概要を報告する．
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(1) 学習会

a) 実施概要

研究の視点を共有いただき，助言をいただくことを

目的として開催した．

日時： 2018年 4月 26日（木）10:00～12:00

会場： 建設技術研究所A会議室及びTV会議システム

主催： 国土文化研究所，管理本部人事部ダイバーシティ

推進室

出席者 約 40名

b) 講演の内容

人間中心設計の概論と社会基盤整備に適用することへ

の展望24)，人間中心設計を建設技術研究所のダイバー

シティ推進策の策定に適用した事例25)の 2本の講演の

あと，「『社会基盤整備におけるユーザー調査法の研究』

が目指すもの」と題して議論した．なお，ダイバーシ

ティ推進策の策定は著者らが 2015年に取り組んだ事例

である26)．

c) 議論及びコメント

問題意識，人間中心設計の適用可能な業務や課題，事

例に対するコメント及び研究活動の進め方の助言を得

た．社会基盤整備における市民参加はコンフリクトの

回避を目的として実施されているという指摘があった

他，関連分野である「デザイン思考」に着目する方も

いた．適用の候補の業務として，管理者が利用する情

報システム設計や，防災分野，戦略的環境アセスメン

ト，政策立案などの提案があった．この他，人間中心設

計を業務に適用する際には工数が増加する懸念や，「再

現性」を重視される業務が多く，現在の業務プロセス

を維持したままでは実施が難しいという指摘もあった．

ダイバーシティ推進策の策定については，策定にあ

たって実施したインタビュイーやペルソナの根拠の説

明の必要性や，インタビューのテーマ設定についての

助言があった．

研究の進行については，社会基盤施設を対象とした

分析の客観性を保った CTI ならではの考え方を示すこ

とへの期待と，行政サービスに着目する提案をいただ

いた．

(2) 研究会

a) 実施概要

• 第 1回研究会

日時 2018年 4月 26日（木）12:00～13:00

場所 建設技術研究所 A会議室

出席者 今井，木村，佐野，瀬尾，土方，前川，山田

テーマ キックオフ：研究テーマに対する期待

• 第 2回研究会

日時 2018年 8月 24日（木）15:30～18:00

場所 amu（（株）コンセント）

出席者 （先方）千々和，小山田，（CTI）木村，土

方，前川，瀬尾＋山田

テーマ 土木 meets サービスデザイン

• 第 3回研究会

日時 2018年 11月 6日（火）17:00～18:30

場所 建設技術研究所 A会議室

出席者 木村，佐野，瀬尾，山田

テーマ 業務領域別の意見把握や市民参加の制度，

社会基盤整備におけるステークホルダーと利

用可能なデータ

b) 主な議論

第 1回研究会では，研究メンバーにより，自己紹介

と研究への期待を共有し，今年度の研究の実施方法に

ついて議論した．メンバーはこれまでにユーザー調査

の経験があり，例えばアンケート調査では自由回答の

活用に課題を感じている．議論の中で，事業の領域に

よっては法律や制度により調査の方法が指定されてい

る場合もあることを把握した．そこで本年度は業務の

実施事例を把握すること，来年度は，この事例調査か

ら人間中心設計に基づくユーザー調査の実施が比較的

容易と考えられる領域を対象として，実業務に並行し

て調査を試行することとした．

第 2回研究会は，サービスデザインを業務としてい

るコンサルタントである（株）コンセントが運営する

共創のための場である amu を会場とし，コンセント社

と建設技術研究所の業務の紹介と，サービスデザイン

企業が行政の，建設コンサルタントがサービスデザイ

ンに関わることの可能性や期待を議論した．顧客の違

い（公共，民間）により請負業務の進め方も異なるた

め，公共の業務にHCDを導入するためには事業プロセ

スの変更が必須であること，そのためには小規模な実

績を積み上げること，公共発注のサービスデザインに

ついて，議論を続けることの必要性を確認した．

中間報告会の終了後に開催した第 3回研究会におい

ては，本年度の研究の進め方の振り返りと年度内に追

加する研究及び来年度に向けた改善方策として，領域

別に，ユーザーである住民等の意見の把握や参画の法

制度と方法を整理することについて合意した．

5. 領域ごとの法律・制度とユーザー調査

(1) 法律・制度

研究会メンバーにより，公共事業の各領域での住民意

見に関する法制度を整理した（表–1）．各領域により

法律やそれに基づく制度は異なっているが，共通して，

個別事業では住民意見の聴取については法律では定め

られていないものと思われる．本表については，「都市」

領域を追加するなど，精査を進める．
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表–1 意見聴取のための法律や制度

項目 領 域
道路 河川 防災

発注者 国土交通省，
都道府県，市町村

国土交通省，
都道府県，市町村

内閣府，国土交通省，
都道府県，市町村

法律 道路法、行政評価法 等 河川法，行政評価法 等 災害対策基本法，大規模地震対策
特別措置法 等

法律に
基づく制度

計画段階では法制度による手続
きなし．
事業評価は，行政評価法に基づく
制度あり．

＜河川整備計画（河川法）＞
関係地方公共団体の長の意見を
聴く．
学識経験者や関係住民の意見を
聴く．
＜事業評価（行政評価法）＞
河川事業における事業評価制度
＜個別事業（法制度の枠外）＞
公聴会，住民説明会，オープン
ハウス→法制度による位置づけ
なし．

＜事後対応＞
初期消火，水防活動，避難行動，
救出救護，応急復旧，復興 等
＜事前対策＞
耐震・耐火化対策，耐浪・耐水化
対策，移転・土地利用制限，避難
環境整備，災害活動環境整備 等

ガイド
ライン

「公共事業の構想段階における計
画策定プロセスガイドライン」と
して国土交通省所管公共事業を
対象とする指針を策定 (H20)
「構想段階における道路計画策定
プロセスガイドライン」として改
訂 (H25) 等

＜事業評価＞
国土交通省所管公共事業評価実
施要領 (H15.4)
治水経済調査マニュアル
CVMを適用した河川環境整備事
業の経済評価の指針（案）(H20.5)
公共事業評価の費用便益分析に関
する技術指針（共通編）(H20.6)
＜個別事業＞
なし．

定められてない．

実施段階 ＜事業評価＞
計画段階評価，新規採択，再評価，
事後評価
＜環境影響評価＞
配慮書，準備書，方法書，評価書
＜個別事業＞
道路事業，交通安全対策，景観等

＜河川整備計画＞
計画段階
＜事業評価＞
計画，施工，供用後
＜個別事業＞
計画段階，設計段階，施工段階，
評価段階等，さまざま

事業によりさまざまである．

実施方法 ∗2 委員会，公聴会，住民説明会，アン
ケート調査，関係者ヒアリング，
パブコメ，ワークショップ，オー
プンハウス 等

流域委員会，公聴会，住民説明会，
アンケート調査，パブコメ，ワー
クショップ 等

防災関連計画策定のための地域説
明会，協議会，ワークショップ，
パブコメ 等

効果 広く国民の意見を聴く仕組みは
ある．
個別事業評価の B/C算出方法は
統一している．

広く国民の意見を聴く仕組みは
ある．
事業評価も B/C算出方法は一般
化している．

基礎自治体や防災まちづくり支
援専門家等が有する住民参加手
法に係るノウハウを直轄施設管
理者が共有することで，計画合意
が円滑化することがある．

課題 幹線道路など，沿線以外の広域
な利用者の意見の把握が難しい
（Webアンケート等で対応）．

個別事業では，直接参加できる人
が限られるため，広い意見を拾え
ない．

基礎自治体・個別公共施設管理者
等をユーザーとするか，一般市
民・国民をエンド・ユーザーと考
えるかで，該当事業制度の範囲が
異なる．
一般市民・国民をエンド・ユーザー
と考えると，地区防災計画や安全
確保計画等，該当する計画・事業
制度が拡充傾向にある．一方，直
轄施設管理者は，基礎自治体（行
政機関）をエンド・ユーザーにし
がちであり，地域の市民合意は基
礎自治体に委ねるスタンスが見
られるのが課題である．

*1： 著者ら調べ．
*2： パブコメ：パブリック・コメント (public comment)，意見公募手続き．

101



(

)

DK9*$�O/FC6A�

O/E,$

=(H)$
�I@'&�

�#��-1
�'&N:P�

=(B3�
"��� �

�
�I@'&�

=(4M
85.+

��!����#�
�%76A�

.R$�O/FC6AP�
���#�	���#�
��� 

#�������'&P�

����������
������
��	
���

V285�QJ85�2>2G��������

?0T;������

<
L
S
U

'&N:9*$
�I@'&�

*1： 著者ら調べ．

図–4 河川領域のステークホルダーとユーザー調査?BM;FKAM9GCJ;?��&3�

�

�

#(

��IM=ML�)
� 	�


�0�
/�
 ��
 -,�� �"� 
 �+
 �&%�
 ��%�


�*�&

�
0
�
�

�7
��

$'
��

�����
�2�

!���

89.9
�&

%�
>?BH

<ME?
>?BH

56

4
1

����������
������
��	
���

9)?/������

KL52�%H52�9)C�������������

%$I76+"
�A<%$�

52.,
����
�!�
�#43=�

52.,�:'@*"�
�!���-0�(;&���!��
 �
�����	��!���

�%$I7�
����

�!�

�DBEFI7�

:'>1�
 �
����
�A<%$�

8GJM

*1： 著者ら調べ．

図–5 道路領域のステークホルダーとユーザー調査

(2) ステークホルダーとユーザー調査

河川と道路の領域で一般的に実施されるユーザー調

査方法と市民等のステークホルダーとの関係を整理し

た．市民等は事業とのかかわりの濃淡で，事業は範囲

の大小で区分した．

河川では，河川審議会や流域委員会など，国で定め

られた制度が運用されており，それらが上位計画に反

映されていると思われる．個別の事業では，利害関係

者や利用者など，直接的に事業にかかわる範囲にはよ

り直接意見を聞く仕組みがある（図–4）．

道路も，広範囲にわたる事業や国の事業では，広く

意見を聞く仕組みを持っており，個別事業では河川同

様，直接意見を聞く仕組みとなっている．なおこの図

は「都市」を追加し，精査する予定である（図–5）．

6. ユーザー調査の実施実態

ユーザー調査の実施の実態を網羅的に把握するため

に，まず論文を対象とする分析を実施して手法を確立

し，建設技術研究所の一定時期の全業務の分析にその

手法を適用した．

(1) 土木計画分野の論文における実態

本節では土木計画学研究発表会において発表した成

果27) をもとに報告する．

a) 分析の目的

本研究はユーザー調査の利用の経年での変化を検証

すること，また，CTIでの業務データ分析（次節）に

実施する業務報告書の分析において利用するキーワー

ドや調査方法を確立することを目的として実施した．

b) 分析の方法

学術論文集より，ユーザー調査，ユーザー調査のう

ち定性データの取り扱いの有無と，領域別，事業段階

別の違いを分析する．このために，まず収集する論文

の領域を定め，すべての論文について，(1)ユーザー調

査を含むか，(2)含む場合には定性データか，(3)社会

基盤のどの領域を対象とするか，(4)どの事業段階かの

4属性を判断する．そして，これらの属性についてクロ

ス集計を行い，特徴を把握する．実態の経年変化を把

握するために，2時点を抽出する．属性 (1)～(4)は分

析者が論文を参照して判断する．

c) データ

J-Stage に公開されている土木計画学土木計画学研

究・論文集第 13巻（1996年刊行），及び，土木学会論

文集 D3（土木計画学）（2016年刊行）に掲載された全

論文の要旨を分析の対象とした．この結果，1996年の

109編，2016年の 149編が対象として抽出された．

d) 結果

収集した論文の集計結果を示す（表–2，表–3）．属

性 (3)を土木計画学研究委員会の分類28)による「交通」

「まちづくり」「防災」「環境」「政策」「その他」の 6分

類とした．1996年の論文では，47編がユーザー調査を

用い，「交通」が 52.2%ともっとも多い．うち 3編では高

速道路沿線の住民を対象とした意識調査，河川景観の

構図の認識，鉄道整備に対する意見といった定性デー

タを取り扱っており，「交通」が 2編，「まちづくり」が

1編である．

2016年の論文では，95編がユーザー調査を用い，「交

通」では 73.9%ともっとも多く，これに「防災」が 61.9%

と続く．定性データを取り扱うのは，このうち 12編で

あり，人生史，ヒアリング調査，意思決定や合意形成

の経過，討議録，ビデオ観測調査などが含まれた．「交

通」「防災」分野でそれぞれ 4編である．

1996年と 2016年の論文を比較した結果，ユーザー調

査，定性データを扱う論文の出現割合は，ともに 2カ年

で増加した（表–4）．なお，1996年では 58.7%，2016

年では 69.8%の論文について，事業実施段階を特定で

きなかった．

102



表–2 論文におけるユーザー調査数（1996年）

領域 論文数 ユーザー調査 定性データ
あり あり ∗1

交通 69 36 2
まちづくり 24 8 1
防災 4 1 0
環境 4 0 0
政策 6 2 0
その他 2 0 0

合計 109 47 3

*1： 「ユーザー調査あり」の内数．

表–3 論文におけるユーザー調査数（2016年）

領域 論文数 ユーザー調査 定性データ
あり あり ∗1

交通 88 65 4
まちづくり 28 14 3
防災 21 13 4
環境 5 0 0
政策 4 2 0
その他 3 1 1

合計 149 95 12

*1 「ユーザー調査あり」の内数．

表–4 論文におけるユーザー調査の出現割合

領域 ユーザー調査あり 定性データあり ∗1

1996 2016 1996 2016

交通 52.2% 73.9% 2.9% 4.5%
まちづくり 33.3% 50.0% 4.2% 10.7%
防災 25.0% 61.9% 0.0% 19.0%
環境 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
政策 33.3% 50.0% 0.0% 0.0%
その他 0.0% 33.3% 0.0% 33.3%

合計 43.1% 63.8% 2.8% 8.1%

*1 「ユーザー調査あり」の内数．

e) 考察

分析の結果，ユーザー調査を用いる論文は 1996年か

ら 2016年の 20年で増加した．また，領域によってユー

ザー調査，定性データの用いられる割合に違いがある．

2016年では「まちづくり」「防災」の 2分野で特に定性

データが用いられている．一方，事業段階の分析は実

施できなかった．これらより，本分析で用いた手法に

より領域別 2時点の論文集に登載された論文における

ユーザー調査の出現傾向が把握できることが明らかと

なった．なお，論文集は査読により掲載される論文が

選定されることから，査読者による何らかのバイアス

の影響を受けている可能性がある．

(2) 建設コンサルタント業務における実態

a) 分析の目的

本節では，建設コンサルタントの業務でのユーザー

調査や，ユーザー調査の中でもヒアリング等に代表さ

れる定性データを用いる調査の実態を把握することを

目的とする．次年度は実業務と平行した調査の実施を

計画しており，その対象業務の範囲を特定する際に利

用する．

b) 分析方法

前節で提案した方法に則り，次の手順をとる．

(a) 報告書登録データベースに登録されているデータ

から該当年の全ての報告書の記録を抽出する．

(b) 主管業務のみに集約する．

(c) 領域，用いられるユーザー調査法を表すキーワー

ドの有無を判断する．

(d) 領域，ユーザー調査法（論文データベースの分析

を参考に設定），発注者別にクロス集計を行う．

なお，本分析では領域は建設技術研究所の組織構成

より「河川」「防災」「都市」「交通」「環境」「その他」

の 6分類を，部署名から判断する簡易的な方法をとっ

た．また，発注者を「国」「都道府県」「市町村」「民間」

「その他」に分類し，将来の分析に備えた．前節の結果

を踏まえ，事業段階の分析は行わないこととした．

ユーザー調査法に関するキーワードは，学術論文集

の分析（前節）の過程で得たものを参考に，報告書デー

タベースから抽出し，データベースの登録項目のうち

「報告書名」「副題」「備考」「性格」「キーワード」を統

合した上で，出現の有無を記録した．この方法により，

すべての業務について，業務の対象領域，ユーザー調査

のキーワードごとの発言の有無，発注者の分類が記録さ

れる．インタビューやヒアリング，審議会等のキーワー

ドを含むものを「定性データ」を用いると定義する．

c) データ

建設技術研究所の報告書登録データベースを対象と

し，1996年，2016年に登録されたすべての報告書，そ

れぞれ 4,475件，3,026件から抽出された主管業務，そ

れぞれ 2,837件，2,183件を対象とする．なお，社外連

携研究員によるデータの使用にあたっては，守秘義務

誓約書を提出した．

d) ユーザー調査の利用実態

建設技術研究所の 1996年，2016年の業務における

集計結果を示す（表–5，表–6，表–7）．1996年の業

務では 425件がユーザー調査を用い，件数では「河川」

の 223件，割合では「環境」の 21.8%がもっとも多い．

定性データを用いる業務では，件数では「河川」の 91

件，「環境」41件，割合では「環境」8.5%であり，いず

れも「環境」での利用が多い．

2016年の業務では 607件がユーザー調査を用い，件

数では 1996年と同様に「河川」が 233件ともっとも多

い．これに「交通」125件，「環境」112件と続く．割合

では，「防災」の 54.4%，「都市」の 46.3%が上位である．

定性データを用いる業務についても，件数では「河川」

がもっとも多く 140件であり，「環境」の 59件が続く．
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表–5 業務におけるユーザー調査数（1996年）

領域 業務数 ユーザー調査 定性データ
あり あり ∗1

河川 1,480 223 91
防災 2 0 0
都市 0 0 0
交通 608 64 23
環境 481 105 41
その他 266 33 9

合計 2,837 425 164

*1 「ユーザー調査あり」の内数．

表–6 業務におけるユーザー調査数（2016年）

領域 業務数 ユーザー調査 定性データ
あり あり ∗1

河川 953 233 140
防災 68 37 14
都市 149 69 33
交通 455 125 52
環境 281 112 59
その他 277 31 11

合計 2,183 607 309

*1 「ユーザー調査あり」の内数．

表–7 業務におけるユーザー調査の出現割合

領域 ユーザー調査あり 定性データあり ∗1

1996年 2016年 1996年 2016年

河川 15.1% 24.4% 6.1% 14.7%
防災 0.0% 54.4% 0.0% 20.6%
都市 0.0% 46.3% 0.0% 22.1%
交通 10.5% 27.5% 3.8% 11.4%
環境 21.8% 39.9% 8.5% 21.0%
その他 12.4% 11.2% 3.4% 4.0%

合計 15.0% 27.8% 5.8% 14.2%

*1 「ユーザー調査あり」の内数．

第 3位は「交通」の 52件である．割合では，「都市」　

22.1%，「環境」21.0%，「防災」20.6%が上位となった．

e) 考察

前節に提案した方法を参考として，業務におけるユー

ザー調査の実施状況を分析した．

論文の場合と同様に，業務におけるユーザー調査や，

定性データの利用の割合は 1996年から 2016年の間に

増加している．本分析では 2時点のみを抽出した結果

ではあるが，この 20年間に増加傾向にあることが推察

される．

現在では，3割弱の業務において何らかのユーザー調

査が，14.2% の調査では定性データのあるユーザー調

査が用いられている．このことから，インタビューや

討議，意見などに代表される定性データを有効に活用

する必要性があることは明確である．

なお，本分析では，業務ごとの領域は部署ごとに同

一とし，部署名から領域を割り当てた．業務ごとに領

表–8 代表的な業務

番号 業務 領域 実施年 調査概要

1 A バイパス
計画段階評
価

道路 2013
～

計画段階評価アンケート
を郵送・オープンハウス
留置き・Web で実施

2 B 地域移動
円滑化会議

道路 2012
～

会議に市民団体が参加し
意見を聴取

3 C 地区交通
安全対策

道路 2017
～

交通安全対策の実証実験
のアンケート調査と住民
説明会の開催

4 D 川河川整
備計画フォ
ローアップ

河川 2003
～

河川法に基づく河川整備
計画策定後の住民意見を
聞く取組「D川流域セミ
ナー」を開催

5 河川環境事
業の事業評
価

河川 多数 河川環境整備事業の評価
として B/Cを求めるた
めの調査．CVMが一般
的

6 E 川整備住
民アンケー
ト調査

河川 2009 F県「川の再生事業効果
測定」の一環で実施．工
事前後に川の利用や要望
を聞き比較

域を判断する場合には，異なる分析結果が得られる可

能性がある．今後は，発注者別の分析を実施する予定

である．

(3) ユーザー調査の代表的な事例

a) 当社業務の代表事例

当社業務において，ユーザー調査を実施した業務の

中から研究会メンバーが代表的な事例を選定した．取

り上げた業務とその概要を表–8に示す．

b) 代表的事例でのユーザー調査法

代表的な事例で取り上げているユーザー調査法とそ

の特徴を示す（表–9）．

c) 業務におけるユーザー調査法の課題

多くの業務では，ユーザー調査の実施はアンケート

等により定量的な結果を出すことを求められており，事

業の中の住民合意のエビデンスとして用いられること

が多い．よって，ユーザーの意見により事業内容を変更

するような影響力のあるものとはなっていない．一方

で，説明会等で直接意見交換を行う業務もあるが，歩掛

がないことや手間がかかることなどから，丁寧な実施

は難しい．公共事業をユーザー中心に考えるには，こ

れらの課題を解決した新たな手法を提案すべきである．

7. 社会基盤整備分野でのHCD活用の考察
前章までに述べた結果と考察をもとに，本年度の研

究結果を考察する．

a) 問題意識

現在，社会基盤整備の業務において実施するユーザー

調査に対する問題意識は，調査で取得したデータを活

用できていないこと，そもそも調査方法に改善が必要
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表–9 業務でのユーザー調査

調査法 業務 ∗1 特徴

アンケート
（郵送）

1, 5, 6 • 広く配布可能だが回収率が低い．
• 調査の意図が理解されにくい．

アンケート
（留置き）

1, 3 • オープンハウスや社会実験などに
伴い調査実施するため，詳細説明
ができ，内容を理解されやすい．

• 足を運んだ人のみ回答可能なので
回収数が限られる．

アンケート
(Web) 　

1, 5 • 広く配布可能で，ポイント付与
等 e により多くの回収数が見込
まれる．

• 調査の意図が理解されにくい．

住民説明会 3 • 説明した上で直接意見が聞けるた
め，事業内容に則した意見聴取が
可能である．

• 参加人数により意見数が限られる．

セミナー・
会議

2, 4 • 住民説明会とほぼ同じだが，事業
に関心の高い人が参加するため，
より濃い内容の意見が収集可能で
ある．

• 回数を重ねると参加者が固定され
る傾向がある．

*1 表–8に示した事例番号．
*2 著者ら調べ．

と考えられるものがあることの 2点があることがわかっ

た．前者については，例えば質問紙調査の自由回答欄

やパブリックコメント等に寄せられる回答の活用であ

り，また後者については，例えば，事業実施の影響を

質問紙調査による支払意思調査額で事業評価は行える

かというものである．また，情報システムの設計業務

においては，人間中心設計プロセスの適用への期待が

把握できた．

これらのことから，今後の研究は，(1)既往の業務の

一部を変更することにより実現できる業務と，将来的

に，(2)業務プロセスの変更を必要とする業務の 2つに

分類し，まずは前者に適用できるユーザー調査法を領

域別に提案することが現実的であると言える．

b) 領域別の制度

河川においては住民参画が法律に定められており，実

施方法が定められているが，道路ではガイドラインが

示されているのみなど，領域別に違いがある．領域ご

とに意見を聞く手続きや位置付けが違うために，ユー

ザー調査に求められる要件も異なる可能性があること

を示唆している．

c) 事例分析方法

社会基盤整備事業におけるユーザー調査の実施状況

の分析方法を提案し，学術論文集と業務報告書データ

ベースへの登録レコードを対象に事例研究を行った．学

術論文においては論文要旨の精査を，業務報告書につ

いてはデータベースの登録項目に登場するテキストを

元に分析し，いずれも論文や報告書の本文を参照する

ことなく，一定の分析が行えると言える．

d) ユーザー調査実施の経年，領域の特徴

1996年と 2016年の 2時点の間での論文調査，業務事

例調査のいずれからも，ユーザー調査は増加している

ことが把握された．調査対象とした 20年の間には，河

川法の改正による住民の意見の反映の義務付け（1997

年）1)，公共事業の構想段階における住民参加のガイド

ラインの公表（2003年）4)，パブリックコメント制度の

法制化（2005年）6)，などの政策の影響があった可能性

がある．

一方，領域別には，年度によって実施割合は異なる

が業務件数の多い「河川」や「交通」，定性データを使

用する割合の高い「環境」を次年度の実業務と並行し

て実施する調査の候補とすることも考えられる．

8. 結論
本論文では，3年を予定して実施している「ユーザー

調査法研究」の 1年目の成果を報告した．まず人間中心

設計と社会基盤整備事業の関係を，著者らのこれまで

の取り組みと既往研究から概説し，学習会及び研究会

の実績を示した．そして，業務の領域ごとのユーザー

調査，特に，住民参画を定めた法律制度やステークホ

ルダーとユーザー調査の関係，そして学術論文と建設

技術研究所の業務報告書に見るユーザー調査の実施実

態分析を報告した．

その結果，1996年と 2016年を比較した結果，いずれ

の領域においてもユーザー調査の利用割合は増加して

いることを把握した．また，領域によりユーザー調査

の実施や法律による規定には違いがある．そこで，そ

の違いを考慮した上で次年度にはユーザー調査の試行

先を選定する．

また，今年度は学習会，中間報告会，報告会の場面に

おいて，関心の表明を受けている．次年度にはこれら

の方々にも研究会への参加を呼びかけるとともに，ウェ

ブ会議システム等も活用し，頻繁に研究会を開催して，

より効率的な研究実施を目指す予定である．

謝辞：本研究の遂行に当たっては，人間中心設計推進

機構 社会基盤 SIGに発表と議論の機会をいただいた．

メンバーにお礼を申し上げる．
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日本河川・流域再生ネットワークの活動報告 
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国土文化研究所では，公益財団法人リバーフロント研究所との共同研究「アジアにおける河川再生のた

めのネットワーク構築と活用に関する研究」の一環として，「日本河川・流域再生ネットワーク

（JRRN）」の事務局を2006年11月から共同運営してきた． 

JRRNは，河川再生について共に考え次の行動へと後押しする未来志向の情報を交換・共有することを

通じ，各地域に相応しい河川再生の技術や仕組みづくりの発展に寄与することを目的に活動している．ま

た「アジア河川・流域再生ネットワーク（ARRN）」の事務局として，日本の優れた知見をアジアに向け

発信し，同時に海外の素晴らしい取組みを日本国内に還元する役割も担っている． 

本稿では，2018年度のJRRN及びARRNの事務局運営を通じた国内外活動の概要を報告する． 

 

     Key Words : River Restoration, Asian Network, Outrearch, Technical Support, Collaborative Work 

 

1. はじめに 

  国土文化研究所では，CSR活動の一環として，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きた．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，2018年度は図-1に示すような活動を展開した． 

次章より，2018年度に取組んだJRRNの国内外活動

の概要を報告する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)の2018年の活動概要 
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2. 川づくりの知の情報共有基盤の整備 

 

全国の川づくりの担い手に資する情報を提供し後押

しをすることを目的に，河川再生に関連する国内各地

域の報道ニュース，イベント情報，取組み事例，参考

図書や資料，行政ニュース等について，また海外連携

機関（中国・韓国・台湾等のARRN会員組織，英国河川

再生センター，欧州河川再生センター，国際河川財団

等）からの各種提供情報等を，ウェブサイトや

facebook，ニュースメール（毎週配信），ニュースレ

ター（毎月発行）等の公開媒体を通じて広く社会に普

及した． 

 

 (1) ウェブサイトの運営 

 JRRN事務局では，以下の三つのウェブサイトの運営

を通じて国内外の河川再生の知の情報共有に努めた． 

a) JRRNウェブサイト 

JRRNによる国内外活動成果，及びJRRN会員や海外

連携機関からの提供情報や寄稿記事等を国内の川づく

りの担い手と共有できるよう日々更新管理した．また

河川再生に関わるポータルサイトを目指し，川づくり

に資する行事やリファレンスツールの情報循環に取組

んだ．（2018年度のウェブサイト更新件数：284件） 

また，Googleのウェブサイト自動翻訳機能を付加す

ることで，海外からのアクセスに対しても配慮すると

ともに，JRRNが運営管理するfacebookやYouTubeペー

ジ等へのリンクもトップページより可能とした． 

b) ARRNウェブサイト 

2006年11月のARRN設立以降，ARRNの概要や活動成

果を紹介するARRNウェブサイトをJRRNが運営管理し

ている．ARRN活動の支援者に対する透明性確保を目

的として，ARRNの設立経緯，運営体制，会員構成，

理事会に相当するARRN運営会議の審議結果概要，ま

たARRN活動成果等を開示している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 JRRN 及び ARRNのウェブサイトトップページ 

c) 「水辺の小さな自然再生」ウェブサイト 

後述する「小さな自然再生」研究会の幹事として，

水辺でできる小さな自然再生の考え方や留意点，研修

行事や全国の事例等の情報を蓄積し普及した． 

 

(2) facebook の運営 

JRRN事務局では，発信情報の鮮度確保や双方向の対

話を目指し，以下の三つのfacebookを運営している． 

a) JRRNfacebook 

JRRNの事務局や会員からのお知らせ，国内外の川

づくりに関わる報道ニュース等を随時発信し，2018年

3月時点で約930名のフォロワーを獲得している． 

（2018年度のfacebook更新件数：249件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 水辺の小さな自然再生ウェブサイトトップページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 JRRNのfacebookページ 
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図-5 桜水辺風景企画及び小さな自然再生のfacebookページ 

 

b) 桜のある水辺風景のfacebook 

後述する「桜のある水辺風景」作品公募企画の専用

サイトとして運営し，応募頂いた全作品を本facebook

ページより閲覧することができ，またfacebookからの

作品応募も可能な仕組みとなっている． 

c) 水辺の小さな自然再生のfacebook 

小さな自然再生の担い手の交流機能の一つとして，

関連する報道ニュースや行事等を随時発信している． 

 

(3) JRRNニュースメールの配信（週一回） 

JRRN会員（2019年3月現在：個人約790人，60団体）

を対象に，毎週月曜日に，以下で構成される国内外の

河川再生に関するニュースをメール配信した． 

（2018年度のニュースメール配信件数：51件） 

 

＜JRRNニュースメールの基本構成＞ 

①河川再生に関する最新報道記事 

②JRRN事務局からのご案内 

③JRRN会員からのご案内 

④「小さな自然再生」研究会からのご案内 

⑤ARRN及び海外関係者からのご案内 

⑥今後開催される国内外イベント情報 

⑦新着図書・雑誌記事 

⑧技術指針・手引き・事例集・行政ニュース 

 

事務局からの一方通行の情報発信ではなく，会員と

双方向の活動を展開していくことを目標として，会員

からの案内以外にも，河川再生に関わるイベント情報

や図書・雑誌の新着情報は会員の協力を得て収集し，

JRRNが管理するウェブサイトやfacebookの運用をニュ

ースメールと連動させることで，効果的な情報循環に

努めた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 JRRNニュースレターとYouTubeページ 

 

(4) JRRNニュースレターの発行（月一回） 

JRRNによる前月1か月間の活動成果や今後の行事等

の案内，会員寄稿記事や連載記事，会員からの提供情

報や国内外の河川再生に関わるイベント情報を集約し

ニュースレターを毎月発行した． 

（2018年度のニュースレター発行件数：12件） 

2019年3月現在，JRRN会員による以下の3つの記事を

連載させて頂いている． 

① 水辺のメッセージ（最新：No.118） 

② あの日のあの川 リレー日記（最新：No.42） 

③ 河川書の探求（最新：No.11） 

 

(5) JRRNのYouTubeページ開設 

2018年4月よりJRRNのYouTubeチャンネルを開設した．

今後は河川再生の普及に寄与する動画コンテンツ等を

制作し，JRRNの新たな情報媒体として活用していく． 
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3. 川づくりの担い手の育成及び協働・支援 

 

 川づくりの担い手を増やし，技術の向上を図りなが

ら全国で河川再生の取組みを展開していくためには，

同じ問題意識を有する仲間が集まる機会を創り，各地

域の河川再生活動に資する情報や経験を共有しながら，

活動への参加のハードルを下げていくことが重要であ

ると考えている．このような基本認識のもと，河川再

生の普及・啓発と人材交流を目的とした行事を主催・

共催するとともに，JRRN会員を含む河川に関わる諸団

体が取り組む公益活動との協働，及び活動企画や行事

開催，広報等の支援を担った． 

 

 (1) 水辺でできる「小さな自然再生」の全国普及 

JRRNは，2015年より「小さな自然再生」研究会の運

営幹事として，研究会メンバーとともに水辺でできる

「小さな自然再生」の普及促進に向けた意見交換行事

や，座学及び現地実習や実技等で構成されるフィール

ドワークショップ（現地研修会）等を開催してきた． 

2018年度は，本活動の開始から5年目となることを

踏まえ，全国の小さな自然再生の担い手が集う交流行

事を共催し，また全国の活動事例を集約したデータベ

ースを制作した． 

a) 自由集会「小さな自然再生が中小河川を救う！ VI

リターンズ」協力 

2018年9月22日(土)，応用生態工学会第22回全国大会

自由集会「小さな自然再生が中小河川を救う！VI リ

ターンズ」を共催し，小さな自然再生の事例を共有す

るとともに，約70名の参加者とともに「効果の検証」

を主テーマに議論を深めた． 

JRRNでは，本自由集会の企画・運営・広報に協力

し，当日は「国内事例の状況・海外における取組状

況」をテーマに，水辺でできる小さな自然再生に関す

るこれまでの活動から蓄積した国内外の取組状況を報

告し，議論の成果をウェブサイトを通じて普及した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 自由集会の様子 

 

b) 「小さな自然再生サミット2019神戸大会」共催 

全国の小さな自然再生の担い手が集い，全国の取組

みを共有し，今後の更なる推進に向けた議論を行う

「小さな自然再生サミット2019 神戸大会」を2019年1

月26日（土）・27日（日）に神戸にて開催した． 

当日は約170名の参加者とともに，基調講演「これ

までの多自然川づくりの取組と小さな自然再生」及び

全国15地域の先進事例発表を通じて知見を深め，その

後の意見交換では「小さな自然再生」の技術や関係者

との関わり方，今後の方向性について議論を深めた． 

また本サミットの成果は，「小さな自然再生サミッ

ト～できることからはじめよう～ 2019神戸大会 開催

報告」としてウェブサイト等を通じて社会に還元した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 小さな自然再生サミットの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 小さな自然再生サミット報告書 
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c) 「講習会～iRICで学ぶ川の流れ（初級）」共催 

2019年1月27日（日），「小さな自然再生サミット

2019 神戸大会」のサイドイベントとして，『講習会～

iRICで学ぶ川の流れ（初級）～』を企画・開催した． 

本講習会は，小さな自然再生の効果を高めていくた

めの技術向上を目的に開催し，北海道大学大学院工学

研究院・久加朋子先生を講師にお招きして，iRIC（河

川の流れ・河床変動解析ソフトウェア）の基礎的な動

作と，平面2次元河床変動モデルNays2DHを利用した

河川の流れを計算する演習を行った． 

d) 「水辺の小さな自然再生データベース」公開 

小さな自然再生サミットを通じた全国の仲間の繋が

りの強化とともに，これまでの全国の先進的取組みか

ら得られる教訓や技術を共有していくことを目的とし

て，水辺の小さな自然再生の実践事例を集約し，全国

の事例を地図から検索できるデータベースを制作・公

開した． 

各事例では，基本情報として，活動の写真・河川

名・活動場所・活動開始年・活動概要（経緯・目

的）・再生手法，実施体制等を整理した．また各取組

のＰＲポイントとして，工夫した点・今後の課題・効

果（直接・間接）や関連URL等についても掲載してい

る．2019年3月時点で，全国34の水辺でできる小さな

自然再生の取組み事例を紹介している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 iRIC講習会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 小さな自然再生の事例データベース画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 「桜のある水辺風景2018応募写真集」表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-13 「桜のある水辺風景2019」作品募集チラシ 

 

(2) 「桜のある水辺風景 2018写真集」の制作・普及 

JRRNでは，水辺の美しさや人々との関わりについ

て考えるきっかけづくりを目指し，「桜のある水辺風

景」の写真とメッセージを2009年より募集し，応募作

品を写真集にとりまとめ公開している． 

2018年は桜の開花する3月より5月下旬まで水辺の桜

作品を公募し，26名の方々より44作品の応募を頂いた．

また，2019年度も3月より作品募集を開始している． 

 

(3) 川づくり団体との協働・支援 

小さな自然再生の普及促進に向けた協働活動以外に

も，以下の様な全国の川づくりの担い手との協働を通

じて，川づくりを取り巻く現場の生の課題に向き合い

ながら，諸課題の克服に向けたサービスや機能を見出

す機会に積極的に参加した． 

⚫ 水の巡回展ﾈｯﾄﾜ ｸー「雨展」 企画運営協力 

⚫ 秋田県建設部河川砂防課「多自然川づくり現

地研修会」 企画運営協力 

⚫ 隅田川流域ｸﾘー ﾝｷｬﾝﾍﾟー ﾝ実行委員会 

⚫ 応用生態工学会 委員会活動 etc. 
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また，JRRN事務局に寄せられた行事や出版物等の

広報依頼（全体の約7割），アドバイスや講師派遣要

請（2割），情報提供依頼等（1割）に対し，JRRN会

員の協力も得ながら2018年は約60件ほど対応した．

（図-16：1月～12月の集計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 水の巡回展ネットワーク「雨展」チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-15 秋田県・多自然川づくり現地研修会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-16 要請に対するJRRN事務局のサポート実績 

4. 川づくりの国際的な技術交流の推進 

 

 アジア河川・流域再生ネットワーク(ARRN)の事務局

及び日本窓口組織として，ARRNメンバーによる技術交

流を目的に毎年開催する『水辺・流域再生国際フォー

ラム』を運営し，日本における河川再生の経験のアジ

アに向けた普及に努めた． 

 また，河川再生に関わる海外政府機関や研究機関，

市民団体等の来日視察団との技術交流や研修受入は，

日本がこれまで培ってきた河川再生の経験・技術等を

海外に伝え国際貢献する貴重な機会と捉え，JRRN設立

以降，無償で取組んできた． 

（これまで計32回，内訳＜韓国：11，中国：10，台

湾：7，その他アジア：4＞）  

この来日視察支援では，視察団の技術的関心を事前

に確認し，その要請に相応しい日本国内の河川管理者

へと繋げ，国内行政機関の協力を得ながら日本におけ

る河川再生の技術，施策，具体事例等の橋渡しを担っ

た． 

 

 (1) 「第 15回水辺・流域再生に関わる国際フォーラ

ム」共催 

2018年8月21日（火），ARRNと応用生態工学会の共

催で，「第15回水辺・流域再生に関わる国際フォーラ

ム」を第12回国際水理環境学会国際会議（12th ISE 

International Symposium on Ecohydraulics）の特別セッショ

ンとして開催した． 

7年ぶりの日本（東京）での開催となった本フォー

ラムでは，「生態系ネットワークの形成に寄与する水

辺・流域再生」を主テーマに，中国・韓国・台湾・日

本より計13本の研究発表があり，魚類の個体群構造や

その動態，河川流域再生の技術や実践，設計過程にお

けるNGOや地域住民との協働，統合的水資源管理にお

けるビジョンと戦略などについて各国・地域の経験を

参加者とともに共有した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-17 金尾健司・ARRN会長による開会挨拶 
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図-18 ARRN運営会議の様子と終了後の記念撮影 

 

(2) 「第 13回ARRN運営会議」開催 

2018年8月21日（火），ARRNの理事会に当たる「第

13回ARRN運営会議」を開催した．本会議には，中

国・韓国・日本の各河川再生ネットワーク(RRN)幹部

や台湾が参加し，金尾健司・ARRN会長の進行のもと，

過去1年間の各ネットワークの活動内容を共有すると

ともに，ARRNの規約に基づいた審議を行った． 

審議では，ARRNネットワークの拡大に関する議論

を行い，今後の安定的な組織運営に向けたARRNの組

織体系のあり方など，各国RRNによる積極的な意見交

換が行われた．また，本運営会議では，次期ARRNの

事務局を中国・CRRNが担うことが決定した． 

 

(3) 「水分野の国際組織代表による座談会」参加 

2018年10月17日（水），中国・北京市内にて，中国

河川再生ネットワーク(CRRN)を運営する中国水利水

電科学研究院(IWHR)・創立60周年記念行事の一環で，

水分野の国際組織の代表者による未来の水分野の展望

を語り合う座談会「Round-Table Meeting of Leaders of 

Water-Related International Organizations」が開催された． 

ARRNより土屋信行・ARRN事務局長／JRRN代表理

事が出席し，次の三つのテーマについて参加者と共に

議論を深めた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-19 座談会の様子と終了後の記念撮影 

 

①水管理の意思決定を支援し国連の持続的開発目標

を推進するための革新的研究開発について 

②利害関係者との対話を手助けするという国際組織

の役割について 

③国際的な協働と人材育成について 

 

(4) 海外来日視察団の支援 

2018年度は，台湾及び香港より来日した3つの河川

視察団の視察支援を担った． 

a) 台湾・台中市政府視察団との技術交流 

2018年8月23日（木），台湾・台中市政府水利局の

視察団が来日し，台中市で現在進められている都市河

川再生プロジェクトに関わる日本の知見を視察するこ

とを目的に，東京都世田谷区を流れる野川を訪問し河

川を管理する東京都第二建設事務所の方々と技術交流

し，また首都圏の河川再生の現場を視察した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-20 野川のインフォメーションセンターにて 

 



 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-21 香港NGO・KFBGの現地視察の様子（黒目川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-22 香港特別行政区政府渠務署(DID)の視察の様子 

 

b) 香港NGO・KFBG視察団の都市河川再生技術交流 

2018年8月30日（木）～9月1日（土）までの三日間，

香港の環境NGO (Kadoorie Farm and Botanic Garden(KFBG))

の視察団二名が来日し，都市部を流れる河川の環境に

配慮した川づくり全般を学ぶための現地視察をサポー

トした．KFBGは香港政府による公共事業全般の環境

面のアドバイザー機能も担うNGOで，2017年11月に香

港大学にてJRRNと交流した縁で来日され，香港政府

が推進する都市河川再生プロジェクトへの環境面での

貢献を目的に，海外事例を視察しながら都市部の川づ

くりのあり方について議論を深めた． 

c) 香港特別行政区政府渠務署(DID)視察団の支援 

2018年9月18日（火），香港の河川及び下水道の管

理を担う香港特別行政区政府渠務署（DID: Drainage 

Service Department）の技術視察団が来日し，首都・東

京の高潮対策や洪水対策の経験を学ぶことを目的に，

東京都港湾局の高潮対策センター及び東京都建設局の

神田川・環状七号線地下調節池を視察した．東京都東

京港建設事務所高潮対策センター及び東京都建設局第

三建設事務所の実務担当者より各施設の計画や施工，

管理運用等の詳しい説明を頂き，香港と東京の水イン

フラを守る専門家による技術交流を支援した． 

 

5. 活動成果の普及と受賞 

 

 川づくりのネットワーク強化を主目的に，JRRNによ

る国内外活動成果を発表会等で積極的に広報した．ま

た，これまでの活動実績に対し評価頂いた結果を以下

に報告する． 

 

(1) 「水循環シンポジウム 2018～全国に拡がる水のネ

ットワーク～」での活動紹介 

2018年12月10日（月），水循環政策本部が主催する

「水循環シンポジウム2018～全国に拡がる水のネット

ワーク～」が東京にて開催され，水辺でできる「小さ

な自然再生」の普及促進活動の一環でJRRN事務局よ

りポスター発表を行った． 

 

(2) 「2018年度 川づくり団体全国事例発表会」での活

動紹介 

2019年1月27日（日），公益財団法人河川財団が主

催する「2018年度 川づくり団体全国事例発表会」が東

京大学小柴ホールにて開催され，川や流域をより健全

な姿に変える活動に取組む全国の川づくり団体の交流

が行われた．20を超える川づくり団体から2017年度に

実施した活動がポスター形式で発表され，JRRNから

は小さな自然再生を通じた川づくり人材育成の取組み

を紹介し，貴重な意見交換の場となった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-23 水循環シンポジウムでの発表の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-24 川づくり団体全国事例発表会での発表の様子 
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(3) 第 20回日本水大賞 「国際貢献賞」受賞 

JRRNが国内外の川づくりの担い手と共に取組んで

きた河川再生に関わる国内外の情報共有と人材交流に

対して，「日本及びアジアの河川再生の担い手をつな

ぐ協働基盤構築」として第20回日本水大賞の「国際貢

献賞」の栄誉に浴することができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-25 第20回日本水大賞表彰式の様子 

 

(4) 2018年度河川基金優秀成果表彰 

2017年度に公益財団法人河川財団より助成いただい

た『水辺の「小さな自然再生」現地研修会による川づ

くり人材育成』事業に対し，「2018年度 優秀成果表

彰」を頂いた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-26 2018年度河川基金優秀成果の表彰式の様子 

 

6. おわりに 

 

身近な川の姿は，地域の暮らしの健全性を映し出す

鏡とも言える．社会環境の変化とともにその姿を変え

てきた河川の歴史的変遷を地域で共有し，人と川との

持続可能なつながりを再構築することは，地域に親し

まれ，地域と社会が支える川づくりの更なる推進へと

つながるであろう． 

これからの元気なまちづくりや持続的な国土管理に

向けては，かつての各地域での人と川との深い繋がり

の歴史的経緯を踏まえ，日常生活に地域の宝である川

を自然と意識し交わる”川のある暮らし”の実現が一

つの有効な方策であり，これは自然環境保全のみなら

ず，地域の防災力強化にも寄与するに違いない． 

JRRNによる河川再生に関わる知の共有基盤整備や

担い手を支援する取組みは，自然環境の改善や地域づ

くりのために河川を利活用し，地域に根ざした自発的

な行動を起こす人材を育てること，またそうした取組

みへのハードルを下げることで，新たに河川と関わる

市民を増やしていくことに繋がるものと信じている．

また，これまで中心的に河川管理を担ってきた行政の

みならず，その応援団として専門家とも協働する多く

の地域住民が関わる社会環境が醸成されることで，合

理的かつ持続可能な河川の管理にも寄与するであろう．

更には，こうした日本が培った河川再生の技術のみな

らず仕組みづくりの経験は，同じく多くの河川を有し

類似の課題を抱えるアジア諸国においても活用されて

いくことをこれからも期待したい． 

 

謝辞：JRRN 及び ARRN の事務局を共同で運営してき

た公益財団法人リバーフロント研究所に深く感

謝を申し上げます．また，JRRN の国内活動に

おいては，「小さな自然再生」研究会の皆様に，

海外活動においては ARRNを構成する中国・韓

国・台湾等の関係者に多大なるご支援を頂いた

ことに深謝いたします． 

 

ACTIVITIES OF JAPAN RIVER RESTORATION NETWORK SECRETARIAT 

 

Keiichi IMAI 

 

The “Japan River Restoration Network (JRRN)”, which is one of national networks of “Asian River Restoration Network 

(ARRN)”, was established in November 2006 based on the suggestion in the special session on the 4th World Water Form. The 

secretariat of JRRN and ARRN is co-operated by “Japan RiverFront research Center” and “CTI Engineering Co., Ltd.” as joint 

study on development of Asian River Restoration Network. This paper reports major activities and achievements by JRRN and 

ARRN in 2018 as the 12nd year since its establishment. 
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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。 

2018（平成 30）年は、7月に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。 

 

⚫ 第 15回国土文化研究所オープンセミナー 

  「インフラをとことん楽しむ方法～インフラツーリズムの魅力を探る～」 

日時：2018年 7月 31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 

第 1部：講演『魅せる土木の応用講座』－Discover Doboku 日本の土木再発見－ 

講師：吉川弘道氏（東京都市大学名誉教授、株式会社日中構造研究所技術顧問） 

第 2部：日本橋地域の事例紹介 

『川からみる江戸東京のいま』－ヴァーチャル東京クルージング－ 

進行：宮加奈子（株式会社建設技術研究所 国土文化研究所） 

エンジニアガイド：大川重雄（株式会社建設技術研究所 東京本社河川部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

  第15回 国土文化研究所 オープンセミナー 

 

インフラをとことん楽しむ方法 ～インフラツーリズムの魅力を探る～ 

 

開 催 報 告 

 

１．セミナー概要 

日 時：平成30年7月31日（火）18時～20時 

テーマ：インフラをとことん楽しむ方法 

～インフラツーリズムの魅力を探る～ 

場 所：日本橋浜町Ｆタワープラザ3階ホール 

 

第1部：講演 

『魅せる土木の応用講座』 

－Discover Doboku 日本の土木再発見－ 

講師：吉川
よしかわ

 弘道
ひろみち

氏（東京都市大学名誉教

授、株式会社日中構造研究所技術顧

問） 

第2部：日本橋地域の事例紹介 

『川からみる江戸東京のいま』 

－ヴァーチャル東京クルージング－ 

進行：宮
みや

 加奈子
か な こ

（株式会社建設技術研究所 

国土文化研究所） 

エンジニアガイド：大川
おおかわ

 重雄
し げ お

（株式会社建

設技術研究所 東京本社河川部） 

 

 

２．第１部 講演要旨 

第１部では、インフラを観光資源として利用す

るインフラツーリズムの機運の高まりを見せるな

か、さらなるインフラツーリズムの推進を目指し、

産官学の有志により設立された「インフラツーリ

ズム推進会議」の議長である吉川弘道氏より、

「魅せる土木の応用講座―Discover Doboku 日

本の土木再発見―」を演題に、土木の見方・感じ

方・伝え方やインフラツーリズムについてお話し

いただきました。 

以下に本講演の概要を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 土木の見方・感じ方・伝え方 

1)土木構造物の名場面 

① 海ほたる（東京湾アクアライン） 

海ほたるは、トンネル部と橋梁部を繋ぐ巨大な

連結器として建設された盛土護岸式人工島でもあ

る。上空から撮影した画像を見ると、先端が海上

に途切れて見える。 

② 明石海峡大橋（神戸淡路鳴門自動車道） 

明石海峡大橋は、誰もが知っている世界最大の

吊橋（中央支間:1991m、橋長:3911m）として、

施工途中に兵庫県南部地震（1995年1月17日）に

見舞  われ、主塔間が約１メートル長くなってし

まった。 

③ 羽田空港拡張事業 

運用中のA、B、C滑走路、および建設中のD滑  

走路を衛星画像で示した。このD滑走路は、埋立

て部と桟橋方式のハイブリッド構造。折しも工事

最盛期であるため、（連絡橋も含めて）そのハイ

ブリッド構造の特徴をはっきりと識別することが

できる。 

④ 国連平和館（Tsukuba Expo‛85） 

国連平和館は、プレキャストコンクリートによ

講師の吉川先生 
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る、プレストレストコンクリート造の半球シェル

構造として設計され、外壁は青と白に塗り分けら

れた。 

 

2)画像でつづる土木への誘い（いざない） 

私たちの生活と産業は多くの土木施設に支えら

れ、それぞれの施設には、建造目的があり、公共

財としてのミッションがある。 

一方では、単純にそのフォルムや構造美が話題

になることが少なくない。これは、一品生産とし

て大地に根を張る土木施設の重要な一面ではない

か。 

そして、多くの土木愛好家を代表して、次の２

点を強調したい。 

➢ 土木施設は、重厚かつ華麗である。 

土木施設の多くは、線状的／平面的に広がる

巨大構造物であり、そのフォルムは重厚で華麗

な構造美を誇る。 

➢ 土木施設は、高機能かつ複雑である。 

道路／鉄道施設、空港／港湾施設、エネルギ

ー供給施設などは、それぞれが目的とする機能

を有し、複雑なシステムとなっている。そのシ

ステムを視覚的に感じ取り、理解することが大

切ではないか。 

 

3)土木の正しい見方・感じ方・伝え方 

土木の正しい見方・感じ方としては、当然のこ

とながら、土木施設を画像で、集積·公開するこ

とが何より重要である。 

そして、このような多種多様のインフラ施設

（≒土木構造物）を、どのように分類／体系化す

るかが課題であるが、一案として社会インフラと

構造物の二つの軸（マトリクス）により分類する

ことを提案したい。 

さらに、一般の方々（現世代）と次世代に、ど

のように説明し、理解してもらうかを考える必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) インフラツーリズムとは 

イ ン フ ラ ツ ー リ ズ ム （ Infrastructure 

Tourism）とは、エコツーリズムやグリーンツー

リズムなどの先進型ツーリズムの一つで、社会イ

ンフラを対象としたツーリズムである。 

インフラツーリズムは、土木観光学とも邦訳さ

れるが、近年多種多様な試みがなされ、観光学の

域を出ており、以下の5つとして分類できる。 

分類1. 社会インフラとしての分類 

分類2. 施工中の現場見学 

分類3. 歴史的構造物／土木遺産 

分類4. 土木構造物＋付加価値 

分類5. インターンシップ（就業体験、企業研修） 

 

(3) 魅せる土木の活動報告 

広義のインフラツーリズムとして、また、イン

フラツーリズムを支援する社会活動として、「土

木構造物（≒社会インフラ）を対象とした戦略的

広報プロモーション」を行った。今までの主な活

動内容は以下の通りである。 

・わくわくスクール（世田谷区立等々力小学校、

2011.7.22&25；その後、土木学会誌2012年10

月号に報告） 

・東京都市大学  図書館企画展 DISCOVER 

DOBOKU（東京都市大学、2014.10.2-11.12） 

・首都圏インフラツアーズ＆ワークショップ（国

土交通省関東地方整備局の協力を得て、2014年

度春に実施）  

会場全景 
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・土木学会誌編集委員会からの取材（2016.4.28） 

・セメント新聞からの取材（2017.5.22一面に掲載） 

・次世代のための空港講座（2018.5.10羽田空港施設

にて、9大学20名の応募学生を対象に実施） 

 

(4) 次世代にアピールするための提案 

土木施設を次世代にアピールするためには、良

質のコンテンツによる情報発信が重要である。そ

の一つの事例として、「Webサイト：土木ウォッ

チ ン グ 」 と 「 Facebook ペ ー ジ ： Discover 

Doboku」のツインサイトを紹介したい。投稿型

Webサイトによるストックとしての機能、および

Facebookページによるフローとしての役割により、

効果的な広報プロモーションを実現している。 

また、首都圏における都心型インフラツーリズ

ムのさらなる展開に向けて、以下の3つの提案を

したい。 

・お江戸舟めぐり学生会議の発足 

・関東の区市連合によるプチインフラツーリズム

の展開 

・東京オリンピック・パラリンピックに向けた土

木のおもてなし 

最後に、土木の醍醐味と魅力を次世代に伝え、日本

のインフラ施設が世界のお手本となるよう、専門家から

地域までの多様な人たちと連携していきたいので、支援

と協力をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．第２部 日本橋地域の事例紹介 

第２部では、株式会社建設技術研究所が地域の

団体とともに実施している「お江戸日本橋舟めぐ

り」の活動について、国土文化研究所の宮加奈子

から紹介するとともに、「神田川コース」で撮影

した川の360度VR動画を用いて川から見た東京の

姿をご覧いただきながら、「川のなぜなぜ舟めぐ

り」でエンジニアガイドを務めている株式会社建

設技術研究所東京本社河川部の大川重雄との掛け

合いにより、会場の皆さんにヴァーチャルクルー

ジングをお楽しみいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．質疑応答 

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。主な

内容は以下の通りです。 

（質問）河川流域のインフラ整備においても、森

林と河川あるいは源流（砂防）、上流、下流、

沿岸など、行政によって対応が異なっているよ

うに思われる。流域全体の視点で検討すべきで

はないか。 

（回答）ご指摘のとおり、行政や事業体が異なっ

ているケースがあるが、流域全体での検討も行

われている。インフラツーリズムは、流域全体

を、また土木と文化、観光、歴史などを横串で

つないで見ていくということも役割であると考

えている。 

（質問）隅田川の堤防の高さと今日映像で見せて

いただいた神田川の堤防の高さは同じなのか。 

ヴァーチャルクルージング進行役の宮と大川 

ヴァーチャルクルージングイメージ 
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（回答）河川の規模によって違う。神田川と日本

橋川は A.P.+5.5m、隅田川は場所によって違う

が A.P.+6.3mである。 

（質問）インフラ整備は公共事業が大半であると

思うが、今日示していただいたキラキラした映

像だけではなく、災害や移転の問題など、その

マイナス面や、なぜその施設が必要だったのか、

その意思決定過程についても紹介していく必要

があると思う。 

（回答）インフラツーリズムや土木ウォッチング

の活動は、行政などの意志決定については直接

に答える立場ではないが、必ずしもキラキラし

たものだけを見せていくものではないと考えて

いる。例えば、土木ウォッチングでは、建設中

の構造物を多く集め、また被災直後の構造物に

ついて、復旧／復興後の様子を併記したコンテ

ンツを集積・公開している。 

（質問）質問ではないが、名古屋には四間道（し

けみち）というところがあり、かつて川が流れ

ていたが、名古屋城の側とその反対側では堤防

の高さが異なっていた例があることをご紹介し

たい。 

（回答）堤防の高さを左岸と右岸で異なるものと

していた例は各地にあった。いまはそのような

計画はないが、そうした歴史的経緯についてど

うこう言うものではないが、いまの私たちとし

ては、例えばハザードマップなどによって科学

的な根拠にもとづきリスクをきちんと示してい

くことが重要であると考えている。 

（質問）講演で紹介された兵庫県南部地震による

神戸高速鉄道大開駅地下鉄ホームの被災状況と、

どのように復旧したかについて教えてほしい。 

（回答）神戸高速鉄道大開駅地下鉄ホームは、ボ

ックスカルバートとして、鉄筋コンクリートの

壁で囲まれていたが、強い地震による断面の直

交方向の揺れに耐えられずに崩壊してしまった。

地下構造物の被災事例として前例のない事象で

あり、基本的には断面の耐力が不足していたの

だと思われる。そして、復旧においては、この

被災を教訓として耐震補強を行っており、現在、

それを直接目にすることのできる場所となって

いる。なお、よく間違えられるが、こうした復

旧は建築ではなく土木の仕事であることをご理

解いただきたい。 

（質問）インフラツーリズムが対象とする年齢に

ついて、どのように考えているか教えてほしい。 

（回答）土木は将来に残す遺産でもあるため、年

齢に対する区分はなく、すべての年齢を対象に

していきたい。 

（質問）川の水質が非常に気になる。今の川の水

質の状況は改善されているのか。 

（回答）東京都内の川は、昭和 30年代に BODと

いう指標で 50mg/L 程度と、非常に汚染されて

いた。しかし、現在は BOD は 3 程度に改善さ

れており、フナやコイなどが生息できる環境と

なっている。河床の土砂の影響であまり透明感

はないが、水質自体は改善されている。最近で

は、日本橋川でもアユが確認されている。また、

日本橋では、中央区、中央大学、中国電力が協

力して、石灰岩造粒物を活用した水質改善にも

取り組んでいる。 

 

５．おわりに 

本セミナーをきっかけとして、インフラに関す

る正しい知識をあらゆる方々と共有し、インフラ

の機能、役割が十分に発揮することに少しでもつ

ながれば幸いです。 

なお、川の 360 度 VR 動画は、YouTube アプ

リから再生すると迫力の VR 動画を楽しみいただ

けます。皆さまからの動画に関するご意見も期待

します。 

【川の 360度 VR動画サイト】 

http://www.ctie.co.jp/kokubunken/activities/resea

rch2018_GDC053.html 

 

以上 
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若手技術者の人材育成プログラムの紹介   

—「国土文化カフェ」～未来を担うエンジニア入門講座～について— 

            国土文化研究所 加納敏行 

１． はじめに 

建設コンサルタントの若手技術者の確保と人材育成は喫緊の課題である。建設コンサルタント職員

の年齢構成をみると、図-1に示すように平成 7年頃に入社した団塊の世代は、20年以上が経過した今

は 40代の中堅となり、業務の中心的な役割を担う 20代～30代の若手職員が大幅に減少している。こ

の理由として、平成 10年頃にピークを迎えた公共投資がその後減少に転じ、それに伴って建設コンサ

ルタントの企業経営が不安定になったことがある。また多くの若手技術者が処遇に関する不満や労働

環境に関する不満を抱え、入社後に転職してしまっているという実態がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 建設コンサルタント職員の年齢構成 

出典 （一社）建設コンサルタンツ協会：平成 30年度建設コンサルタント白書、平成 30年 8月 

建設コンサルタントの担い手をこれからもしっかりと確保していくためには、安定経営に向けた環

境整備に官民挙げて取り組んでいくことが大切である。と同時に入社してからの技術者を育成してい

くためのプログラムを、それぞれの会社が的確に講じていくことも極めて重要である。 

このような現状認識のもとに、弊社では 25歳～35歳の若手技術者を対象にした人材育成プログラ

ム「国土文化カフェ～未来を担うエンジニア入門講座～」を平成 30年度に開始したので、その概要に

ついて紹介したい。 

２．「国土文化カフェ」の開始にあたって 

（１）（公社）日本技術士会の「IPDに関する研究と提案」報告書 

 （公社）日本技術士会の IPD（Initial Professional Development：初期専門能力開発）研究会で

は、平成 29年 12月 31日に「IPDに関する研究と提案」と題した報告書を公にした。この報告書

は、すでに業界で認知され定着している CPD（Continuing Professional Development）を「独り立

ちしている技術者が、さらに資質・能力を向上させる活動」と端的に捉え、この CPDに対して IPD

は「大学などの高等教育機関を修了した者が、独立して責任ある業務を行う技術士になるまでの資

質・能力向上の活動」、あるいは「技術者の卵が独立して責任ある業務を行うことができるまでに成長

するための育成プログラム」と定義している。 

では IPDによって開発すべき資質・能力とは、いったいどのようなものなのか？ 
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技術士会の報告書では、ハーバード大学のマクレランド教授（心理学）が提唱したコンピテンシー

の概念なども紹介しつつ、修習すべきコアの資質・能力として、表-１に示すように①専門技術能力、

②業務遂行能力、③行動原則の 3つの基本修習課題と、それぞれの課題に期待される資質・能力につ

いて提案している 

表－１ 修習すべき基本修習課題と資質・能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 （公社）日本技術士会：IPDに関する研究と提案、平成 29年 12月 

（２）東京工業大学の取組 

東京工業大学の環境・社会理工学院では、平成 29年度に日本工営株式会社の協力を得て「高次シス

テム化対応教育プログラム」を開始した。趣旨は、建築・土木産業の次代を担う若手技術者を対象

に、建築・土木産業に関わるビジネスを俯瞰するための根幹的なテーマ、例えば「持続可能社会を考

える」「社会の安全を考える」「次世代インフラ・空間を考える」「快適性を科学する」「サービスイノ

ベーション」といったテーマについて、同大学の 20数名もの教授、並びに准教授の方々が順次講義

し、最後に講義を受けた受講者が自ら考えたことを発表して討議するものである。平成 29年度の同プ

ログラムの募集人員は 15名（最大 20名）で、平成 30年 1月から 5月にかけての 5か月間に 24回の

講義を行っている。 

（３）サイエンスカフェ 

サイエンスカフェは 1997年から 1998年にかけて、イギリスとフランスで同時発生的に行われたの

が起源とされている。日本では 2004年に発表された「平成 16年版科学技術白書」に海外での事例が

記載されたことがきっかけとなって一般の認識が高まったようである。現在は至るところでサイエン
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スカフェが開かれているが、私がしばしば参加するのは、神田神保町の「サロンド冨山房 FOLIO」に

て毎月定期的に開かれているサイエンスカフェである。お茶の水女子大学長の室伏きみ子先生がコー

デイネーターを務めている。ちなみに 2019年 5月のサイエンスカフェでは東京大学名誉教授の柴田徳

思先生が「国産技術が画像診断の分析で世界のトップを目指す」といったテーマで講演をされた。 

サイエンスカフェの趣旨は、カフェのようなくつろいだ雰囲気の中で、敷居が高いと思われがちな

科学を自由に語り合うことにある。一方で、建設コンサルタント業界は社員にとってとてもストレス

の多い業界である。このストレスの多い業界にさらにストレスを課すようなプログラムを組んでしま

っては問題である。できる限りくつろいだ雰囲気の中で、若手技術者がリラックスした気持ちのもと

に自由に考え、自由に意見を語り合うことのできる場を提供したいという思いを込めて、「（エンジニ

アリング）カフェ」という名称を採用した。 

 

３． なぜ「国土文化」なのか？ 

かつて下河辺淳氏は総合研究開発機構研究報告書「水と人とのかかわりに関する研究」の中で、“単

一の価値観に基づく効率至上主義の国土整備が曲り角にきたこともまた確かなようである。国土の基

本的なバランスが崩れつつある。国土、そして国土と人との関係における大きな転換期を迎えた現

在、われわれは未来にどのような国土を残すかという岐路に立ち、その選択に重大な責任を負ってい

る” と述べている。 

もう 30年近く前のことである。 

背景には、首都圏への一極集中と農山村や地方都市の人口流出、過疎化、少子高齢化、森林荒廃、

水・土砂災害の頻発、中心市街地の衰退、自然とのかかわりの中で育まれてきた習慣や伝統の崩壊、

地域固有の文化の喪失などがあった。 

さらに昨今は、人々の生きづらさの増大、ある種の欠乏感、家族との関わり・他人との関わり・地

域との関わり・自然との関わりの希薄化、心のバランスをうまくとることに苦慮している人々の増

大、といった問題も現れてきているように思う。 

これらの問題は全て国土整備に起因するものばかりではないが、人間が人間らしい生活を営むため

の基盤であるインフラストラクチャーのプランニングやコンサルティングを担う私たちも、業務を遂

行する上でこういった人間社会の現状を常に念頭に置いておかなければならないと私は思っている。 

文化とは、作家司馬遼太郎によれば「それにくるまれていて安らぐもの・楽しいもの」である。 

また作家塩野七生は「文明は人を緊張させるが、文化は人を安らかにする」と述べている。 

「ものの豊かさ」から「こころの豊かさ」への大きな転換期を迎えた今、「国土文化」という言葉に

は、我々建設コンサルタント業界においても『心の豊かさを醸成できる空間の創出』を目指した人材

を育成していかなければならないとの思いを込めている。 

 

４．「国土文化カフェ」の開催概要 

以上のような理念のもとに、限られた予算と体制の中でどのように具体のプログラムに落とし込ん

でいくか、これが我々としては最も切実な課題である。 

講師は、国土文化研究所の研究顧問、並びに客員研究員を務めていただいている 6名の先生にお願

いした。また運営方法に関しては、講師の先生に１時間ほど御講演をいただいた後に、14名の研修生

によるグループ討議を行い、最後に発表・講評する形式をとった。 
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平成 30年度の「国土文化カフェ」の講師及び研修テーマは表-2の通りである。 

表-2 平成 30年度「国土文化カフェ」の講師及び研修テーマ 

回 講師 研修テーマ等 

第 1回 池田駿介先生 若者に期待する技術者像と技術者倫理 

第 2回 苦瀬博仁先生 これからの時代の物流とまちづくり 

第 3回 辻本哲郎先生 応用生態工学の今後の展開とコンサルタントへの期待 

第 4回 角哲也先生 ダムの再生と技術の伝承 

第 5回 塚原健一先生 災害、技術、行政制度、—持続的に災害から国民を守るための技術や役割— 

第 6回 渡邊法美先生 地域マネジメントにおける市民連携と技術者の生きがい 

第 7回 参加者全員 これからの 10年で成し遂げたいこと等 

 

同「カフェ」の討議や発表の様子については、写真-1～2を御覧いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        写真-1 グループ討議                写真-2 発表の様子 

 

なお同「カフェ」の最終回には、参加者の皆さんや会社幹部の皆さんから様々な意見や提案をいた

だいた。平成 31年度以降については、このような意見・提案を適宜取り入れながら、現場に即したよ

り効果的な「カフェ」をこれからも引き続き開催していきたいと思っている。 

 

４． おわりに 

「国土文化カフェ」の企画・運営に際しては、国土文化研究所の研究顧問を勤めていただいている

池田駿介先生に全面的に御指導をいただいた。ここに記して謝意を表したい。 

最後に思想家内田樹の言葉を引用して締めくくりたいと思う。日本技術士会の報告書に記された技

術者に期待される 3つの主要な基本修習課題も、結局のところこの言葉に集約されると思うからであ

る。 

『「有能な専門家」というのは、自分は何が出来るのかを言い立てる人のことではない。自分は何が

出来ないかをきちんと理解していて、自分ができない仕事について、他の専門家との間でコラボレー

ションすることのできる能力を有する人のことである』 

『他者とうまくコラボレーションしていくためには、自分自身の専門性を高めていくことも重要で

あるが、自分自身を含む風景の「マッピング」ができていないとうまくいかない』 
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