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本日，第 34 回日本道路会議に全国から多数の方にご
参加いただき，誠にありがとうございます。会議の主催
者として厚く御礼を申し上げます。

運転（レベル４）の実現を目指すなど，移動の自動化，
無人化が具体化しています。
さらに，地球温暖化対策については，極めて急速に変

開催に当たりまして，一言ご挨拶を申し上げます。

化しており，国内では 2030 年までに温室効果ガスを

日本道路会議は，「道路，交通，都市計画の関係者が

2013 年 度 比 で 46 ％ 削 減 し，2050 年 ま で の カ ー ボ ン

一堂に会し，道路に関する重要問題の今後の方針を議論

ニュートラルの実現のため，2035 年には新車販売を全

する」として，昭和 27 年 11 月に，サンフランシスコ講和

て電気自動車にする目標を立てるなど，環境に配慮した

条約を記念した，協会の三大事業の一つとしてスタート

車の開発が急速に進みつつあります。

いたしました。それ以来，ほぼ隔年ごとに開催し，69 年

このように，道路を取り巻く社会情勢，とりわけ道路利

の歴史を数えて今回，第 34 回日本道路会議を開催する

用者の太宗を占める自動車が急激に進化する中で，社会

運びとなりました。

インフラの根幹を支える道路も進化していかなければなり

本会議は，その時々の時代の要請に応えて，全国の産

ません。今後の道路を考えていく上において，
「グリーン」

学官の道路関係者が参加し，道路が直面する広範な課題

や「デジタル」といった新たな社会的要請にしっかり応

を取り上げ，多くの貴重な体験や最新事例，研究・開発

えていくことが重要です。

成果の発表と討議を行い，その成果の導入と普及により，

今回の日本道路会議においては，道路を取り巻く幅広

我が国の道路技術の向上と道路行政の進展に寄与してき

い変化への見識を有する専門家の方々に，次世代社会に

たところです。

向けて道路が果たすべき役割を活発に議論していただく

過去半世紀の道路整備は，戦後の高度成長の中で自動

ことを期待しています。本協会としては，その成果を産

車通行量の増加を支えるために急速に進められました。

学官との連携のもと，広く発信し共有していく責務があ

移動の効率性や安全性等の社会的課題を解決してきたと

ると認識しています。

ころですが，欧米諸国と比較すると，依然として都市間
の速達性が低いなど課題も残っています。

最後になりましたが，引き続き会員相互の連携強化，
地域力・現場力の発揮，情報発信の強化に留意しながら，

近年，人口減少，少子高齢化が一層進むなど，社会・

協会の設立目的である「国民生活に不可欠な道路政策の

経済環境の変化が進む中で，新型コロナウイルス感染症

あり方を研究し，道路及び交通の発展を推進する」こと

によるパンデミックにより，テレワークによる働き方や，

に寄与できるよう努めてまいります。今回の会議開催に

二地域居住の暮らし方など，人々の行動変容が一気に進

寄せられました，各方面のご指導とご支援に重ねて深く

みました。

感謝申し上げ，ご挨拶といたします。ありがとうござい

また，同時に，100 年に一度のモビリティ革命と言わ
れる中で，日本でも 2025 年までの高速道路上での自動
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ました。

実行委員長挨拶

会議開催経過報告

村山 一弥 氏

日本道路会議実行委員長

皆さん，おはようございます。全国各地よりご視聴い

実現のための道路のあり方として 4 つ，国内・国外の最

ただいていらっしゃる皆様，本日は日本道路会議にご参

新状況の情報提供として 2 つ，全部で 6 つを予定してお

加いただき，誠にありがとうございます。日本道路会議

ります。

実行委員長の村山と申します。

次世代社会実現のための道路のあり方の 1 つ目，「脱

道路分野の広範な課題につきまして，研究発表や意見

炭素化社会の道路の利活用」では，カーボンニュートラ

交換をする日本道路会議を無事開催することができ，開

ルやコロナとの共生を踏まえた道路の利活用を議論して

催の準備をされました関係各位に感謝を申し上げる次第

いただきます。2 つ目の「次世代モビリティの実装と地

であります。

域デザイン」におきましては，自動運転や MaaS，EV

全国的な感染が続いております新型コロナウイルスの

による新たな移動手段の確保と，それが実現する持続可

影響によりまして，今回の会議はこれまでにないオンラ

能な地域社会。3 つ目の「道路システムの DX がもたら

インでの開催となっております。自宅や職場など遠隔地

す社会革新」では，道路分野の DX の将来像，ビッグデー

から容易にアクセスができ，後日，オンデマンド配信によ

タの民間利活用。最後，4 つ目の「高速道路ネットワー

る再視聴が可能となるなど，オンラインならではの利点を

クは次なる半世紀へ」では，これまでの半世紀で高速道

生かして，より多くの方々のご参加のもと，盛大な会議と

路がもたらした想像を超えるインパクトと，今後の半世

なることを願っております。

紀の高速道路への期待や進化をテーマとしております。

菊川会長の先ほどのご挨拶のとおり，自動車を取り巻

国内外の最新状況につきまして，
「子どもをはじめとす

く環境が急速に変化する中，道路も進化していかなけれ

る地域の安全・安心に向けて」と題しまして，昨今の児

ばならないと考えております。2020 年，社会資本整備

童死傷事故などを踏まえた，今後の生活道路の人優先の

審議会道路分科会基本政策部会におきまして，道路政策

安全対策を議論し，また，PIARC（世界道路協会）と本

の中長期的ビジョンとして，「2040 年，道路の景色が変

会議の共同開催による「PIARC（世界道路協会）の取組

わる」を提言していただいたところです。道路関係の施

ワークショップ」も企画しております。

策を通じまして実現を目指す社会像と，そのための政策
の方向性が提案されたところです。

パネルディスカッションとあわせまして，557 編の論
文発表，ポスターセッションも開催されます。舗装や橋

今後の道路行政は，多様な関係者との連携のもと，ビ

梁など 6 分野の実務的な事例報告，研究発表など，日ご

ジョンに示されました将来像を一つひとつ具体化する必

ろの業務にもご活用できる知見が広く共有され，参加者

要があると考えております。次世代を支える道路に求め

の皆様の知識や技術の一層の向上のための有意義な場と

られるものは何か。今回の日本道路会議におきまして，

なることを願っております。

激変する社会・経済の中でのこれからの道路の役割につ

結びに当たりまして，本会議のご発表者様，
ご視聴者様，

いて，産学官のパネルディスカッションを通じて議論し

全ての方々のご健康とご多幸を祈念いたしまして，また，

ていただくことを企画しております。

日本道路会議の成功を祈りまして，私のご挨拶とさせて

パネルディスカッションにおきましては，次世代社会

いただきたいと思います。ありがとうございます。
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パネルディスカッション

高速道路ネットワークは次なる半世紀へ
〜新たな日本文明の創造に向けて〜
１．概要

れた気分や世界が広がる経験をした。都市やモビリ

1969 年の東名高速道路の全線開通から半世紀。高速道
路ネットワークが我が国にもたらした構想・計画当時の
予測を超える多様なインパクト，そして，次の半世紀「グ
リーン」や「デジタル」を基軸とする新たな社会システム

ティの価値を高め，未来を築く礎となる社会連携基盤
を構築したのが道路インフラではないか。
・移動の自由は人間の尊厳にかかわること。
「フリーウェ
イ」はすごく良い言葉。

を支えるインフラであるために高速道路ネットワークに期

藻谷氏：

待する役割や進化の方向性について，コーディネーター

・鉄道のように大都市中心の放射状ではなく，全国に格

石田東生氏と 6 名のパネリストに議論いただいた。

２．パネルディスカッション
コーディネーター
石田

東生 氏（筑波大学名誉教授・日本みち研究所理事長）

パネリスト

子状に建設された高速道路は，多極分散型国土の基幹
インフラ。東京だけでなく日本中どこでも発展できる
インフラを整備するんだという強い意志を日々実感。
さらに防災にも役立つよう設計されている。
・どこかが切れても反対側からものを運べるリダンダン

小野塚

シーが確保されている点が優れているところ。
征志 氏（株式会社ローランド・ベルガーパートナー）

柳瀬氏：
・江戸時代の街道資本主義，渋沢栄一等による鉄道資本

川端

由美 氏（戦略イノベーション・スペシャリスト／ジャーナリスト）

佐滝

剛弘 氏（城西国際大学観光学部教授）

主義に続き，ネットワーク型の新街道資本主義が可視

藻谷

浩介 氏（株式会社日本総合研究所主席研究員）

化されていない新たなレイヤーとして生まれている。

柳瀬

博一 氏（東京工業大学教授）

1970 年代以降のチェーン店や流通業の発展は高速道

渡部

裕子 氏（株式会社時事通信社内政部専任部長）

路や国道の格子型ネットワークが基盤。

３．パネルディスカッションの主なやりとり

・日本の通販ビジネスのきめ細かさは世界一。増える物流
を流すのに十分な容量か，今一番重要なポイント。

石田氏：

渡部氏：

・本日のテーマは「温故知新」。「温故」として来し方

・報道の立場からは，高速道路は地方の情報を他の地方

60 年間に高速道路がもたらしたものを振り返る。「知

に伝えられるインフラの一つ。高速道路は当初の想定

新」としてこれからの 50 年に期待することを議論。

を超える効果，夢も詰め込める限りない器というイメー

＜温故：高速道路が過去半世紀にもたらしたもの＞

ジ。一方，その巨大さゆえに，建設時は考えもしなかっ

小野塚氏：

たであろう課題も映し出している。

・物流が日本経済の血流であるなら，それを支えてきた

佐滝氏：

のは血管である道路。我が国の発展は道路の発展に等

・高速道路によって，幹線鉄道に取り残された街が息を

しかったのではないか。高齢化社会を迎える中，この

吹き返し，新たな交流圏が生まれ，地域の暮らしや食

血管が切れることなく我が国を支えていくためにどう

文化を変えた。高速道路による均一な物流サービスが

していくべきか考えるタイミングである。

全国チェーン展開を可能にしたが，全国どこでも同じ

・鉄道にあって道路になかった進化は高速化。E TC

ようなロードサイドの風景となった面もある。

に次ぐ道路のイノベーションは何なのか考えたい

・ETC はシームレスを一歩進めた画期的な技術。

テーマ。

＜知新：高速道路の次半世紀に期待すること＞

川端氏：

川端氏：

・女性には教育や職業の制限が多い北関東の出身だが，

・脱炭素など国際的枠組みの中で，日々の暮らしを支え

自ら運転する車で目の前の道路を走っていくと解放さ
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る道路がどう変わっていくべきか考える必要。さら

に，道路インフラとデジタルをどう重ねて活用してい
くか。モビリティと道路インフラが連携しながら発展
していくパラレルイノベーションが鍵。
・交通結節点のバリアを下げることで，魅力的な目的地
に行きやすくする設計をしてあげることが重要。
小野塚氏：
・産業軸で革命的なのは自動運転。高速道路の IC がドラ
イバーとトラックのマッチング場所に進化。センサー
が張り巡らされた高速道路で世界に先がけ自動運転を
実現。これらをセットで輸出産業に。高速道路が日本

がら多様化しながら次のステージへ。民間の活力，住

の未来をリボーンする存在になってほしい。

民の活力を生かして，より良い道路へ進んでほしい。

・移動・物流 vs バーチャルの戦いが始まる。チェーン店
だけでない多様性こそが日本の良さ。これを維持する
ためにもインフラ整備の協調が必要。
佐滝氏：
・自動運転は人が運転しないですむだけでなく，AI に

柳瀬氏：
・道路で新しい街ができつつある。道路沿いが街なんだ
という意識変化が必要。駅前が街になったのは明確な
意志を持った人たちがいたから。
渡部氏：

よる渋滞予測と経路誘導により渋滞問題を解決してこ

・高速道路はこれから 50 年，賢く，強く歳をとってもらい，

そ本当の改革。またドローンが高速道路を一部代替す

家族（国民）に迷惑をかけることなく，いい歳のとり方

る可能性も。高速道路の発達で都市間輸送を支えた鉄

を私たちに示してほしい。

道が衰退。道路と鉄道がどう役割分担していくのか，

佐滝氏：

誰がその舵取りをするのか考えることが必要。

・新幹線は時速 300 キロまで高速化したが，動物は時速

渡部氏：

100 キロ前後で動くのが一番快適。現在の高速道路の

・デジタル化の流れがあるが人が生きる実体の世界はあ

スピードは，人が運転するには快適でちょうどいい。

るので，高速道路は強く頼れる存在であってほしい。

小野塚氏：

コロナのように想像もしないリスクがこれから出てく

・時代は DX（デジタルトランスフォーメーション）。発想

るのではないか。そんな中で，予期せぬ状況になって

や考え方を変えるということ。新しい時代に新しい発

も支えられる強い道路を保ってほしい。

想で道路，移動，生活というものを見直していくこと

柳瀬氏：
・AR や VR 的サービスと新街道資本主義が重なって新し

が必要。
川端氏：

い街が誕生しつつある。高速道路，一般道，物流セン

・50 年先のことを考えると，孫の世代が私たち世代の

ターを使った新しい街が見えている。これを街のかた

考えた道路インフラのおかげで素晴らしい暮らしがで

ちにしなければならない。古い鉄道の街だけでは，地

きていると思ってもらえると嬉しい。

域は疲弊してしまう可能性が高い。
・市場経済的な要素を使いながら，地域の個人のお店が
並ぶ街を道路と一体的につくっていければ。
藻谷氏：
・高速道路の最大の弱点はヒューマンインターフェイス。
一般道とのインターフェイスが悪く一般の方が使いに
くい。この改善があれば高速道路に対する国民の意識

石田氏：
・本日お褒めいただいた道路の力を信じて，それを街に
産業に人の暮らしにどう広げていくか，皆で新しい取
り組みを進めていければ。良い議論ができた。

おわりに
今回のパネルディスカッションについては，845 名と

が変わる。道路と鉄道の両方の存在がリダンダンシー。

多くの方々に聴講いただいた。高速道路ネットワークが

全てをネットワークでつないでいるのは道路であると

過去半世紀に果たした役割や未来への可能性を，従来に

高い志を持って未来に向かってほしい。

ない視点から議論いただいた。協会会員の皆様の新たな

＜クロージングリマーク＞

発見や，高速道路の進化に向けた取り組みにつながるも

藻谷氏：

のとなれば幸いである。

・過去のレイヤーを否定するのではなく，さらに生かしな

文責：国土交通省道路局企画課道路経済調査室長 渡邊 良一
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基調講演・パネルディスカッション

子どもをはじめとする
地域の安全・安心に向けて
１．概要

赤羽氏

めることがポイントになる。

近年の交通事故の状況について，長期的には大きな減少

地域の交通状況を俯瞰して分析することによって，関連

傾向であるが，子どもが被害に遭うなどの痛ましい事故は後

する幹線道路の円滑化対策と交通安全対策との連携強化に

を絶たない。令和 3 年 3 月末に策定された交通安全に係る

も繋がることが期待できる。幹線道路の円滑化と生活道路

政府の大綱である第 11 次交通安全基本計画では，人優先の

の抜け道対策とを両面で連携して対応していくことが効果

交通安全思想を基本とし，高齢者及び子どもの安全確保，生

的である。また，特に生活道路の対策では，通学路の指定

活道路における安全確保，歩行者及び自転車の安全確保な

や安全教育などのソフト面の取り組みも含め，総合的に検

どが重要な視点として掲げられたところである。各地域にお

討していくことが有効である。

ける更なる安全・安心に向けた取り組みでは，地域住民や対
策を実施する関係者との合意形成をどのように取り組んでい
くかが重要になる。実際に現場で生じる課題や工夫などに
触れながら，各地域での安全対策について議論を行った。

２．赤羽弘和教授の基調講演の要旨

３．パネルディスカッション
コーディネーター
赤羽

弘和 氏（千葉工業大学教授）

パネリスト
小嶋

文 氏（埼玉大学准教授）

第 11 次交通安全基本計画策定の中央交通安全対策会

佐藤

智洋 氏（船橋市道路計画課課長）

議専門委員会議の座長をはじめ，千葉県八街市の児童が

高橋

俊郎 氏（朝霞市まちづくり推進課主幹）

死傷した事故を受けた道路交通安全対策推進協議会での

柳田

眞由美 氏（国土交通省道路局環境安全・防災課

アドバイザーも行っている。
第 11 次交通安全基本計画の死亡事故死者数に関する目
標は，世界で最も安全な水準を目指して 2,000 人以下と設

道路交通安全対策室企画専門官）

４．パネルディスカッションの主なやりとり

定しており，年率 7 % の削減により達成できる見通し。対

生活道路における交通安全対策に関して，各地域での

策については，高齢者と子どもという年齢，歩行者と自転

工夫や留意点，特に関係機関との合意形成にあたっての

車という交通モード，生活道路という空間に関わる重点が

ビッグデータの活用の仕方やその効果などを中心に話題提

設定されている。生活道路が位置づけられた背景には，幹

供や意見を交わした。

線道路ではデータに基づくPDCAサイクルを回す体制が概

< 各地域での生活道路対策の取組事例や留意点 >

ね整っていることに対して，生活道路では体制の構築が必

小嶋氏：

要という課題がある。

・生活道路における安全対策に関して，物理的デバイスな

生活道路での死亡事故件数は，他の道路での減少に比
べて相対的に減少幅が少なく，自転車乗車中あるいは歩
行中の高齢者や子どもの被害が大きい状況である。
千葉県鎌ケ谷市の通過交通が流入している地域での交

どの対策メニューが整ってきている。
・ハンプの設置にあたっての留意点としては，平成 28 年に
国から出している技術基準に従うことにより，バリアフ
リーの課題，騒音や振動の課題に対応することができる。

通安全対策の結果，事故件数が半数以上となるような効果

騒音や振動への対応については滑らかなサイン形状にす

が得られた事例もあるが，このような好事例が増えてこない

るなどがよい。

という背景には様々な課題がある。

佐藤氏：

地域住民間の利害関係が複雑で調整に時間を要すること

・ビッグデータを活用して効率的な分析を行っていくため

や，ドライバーの理解や協力も必要で，市民参加型の取り

に，警察から事故データを，国土交通省からETC2.0 プ

組みが非常に重要になる。データなどを使い，住民に対し

ローブデータを提供いただくような協議会を設立し体制

て分かりやすく課題，対策内容，効果の認識を共有して進

を構築して取り組みを推進している。
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問題を総合的に捉えて行う際に，客観的なデータ分析が
どのように有益だったか具体的に議論を深めたい。
佐藤氏：
・例えば，渋滞，急挙動箇所，事故発生箇所を重ね合わせる
小嶋氏

佐藤氏

ことで対策必要箇所が明らかになること，また，整備後の効
果をシミュレーションすることで，対策の優先順位を客観的
に示し，財政部局等との調整も円滑に進めることができる。
赤羽氏：
・交通安全は，分野横断的な取り組みが必要で，客観的な

高橋氏

柳田氏

・様々なデータを活用して交通状況を見える化を図り，感

データに基づく分析結果は有効。
・さらに，道路管理者間でも，道は，幹線も生活道路も繋

覚的な課題認識と客観的なデータ分析結果の合致や，認

がっており，連携して課題に対応しなければならない。

識していなかった問題の要因も見いだすことが可能と

連携するためには，データ分析を通じてどのように繋がっ

なった。例えば，交差点の円滑化対策として，データを

ているかの認識を共有しなくてはいけない。

示すことで警察に信号現示の変更を速やかに対応頂い

< 地域住民との合意形成手法について >

た。また，生活道路への抜け道対策として，車両の通行

赤羽氏：

軌跡のアニメーションを示すことで，沿道住民とのスムー

・地域との合意形成を図っていく中での苦労や他の自治体

ズな合意形成に貢献したと考えている。

の皆さんに参考になることがあれば共有願いたい。

高橋氏：

高橋氏：

・東弁財地区の生活道路における安全対策のために，地元

・交通安全対策といえば，行政は路肩のカラー化などの単一

町内会，警察，小学校，PTA，学識経験者などに参加頂

メニューを，地域からは交通規制といった一辺倒な考えに

いたワークショップを計 6 回開催している。

なりがちであるが，関係者と議論を深めたことで，共通の目

・具体的には，住民等の参加者に，まずは直感的・経験的

的を持って現場の課題に即した対策を行うことができた。

に危険と感じる箇所を挙げて頂き，次に ETC2.0プロー

小嶋氏：

ブデータ分析結果による急ブレーキ箇所，速度超過区間

・東弁財地区の取り組みに途中から関わったが，驚いたこ

などを説明し，危険箇所を挙げて頂いた。理解を深めた

とに，地域の方が物理的デバイスに対してものすごく理

上で，要因やハンプ，グリーンベルトなどの対策について

解が深く，調整を丁寧に進めていたと認識。

議論して頂いた。
・また，
実際のハンプの設置等にあたり苦情等はなく，
市民，学
校含め関係者からは，
よい取り組みだったとの声が上がった。
・まとめると，
この取り組みは 3 点がポイントであった。1 点
目は面的な対策ができたこと，2 点目は交通実態を踏ま
えた対策ができたこと，3 点目は地域や関係機関との共
通認識を持って行うことができたことである。

赤羽氏：
・特段調整せずに工事を行うと，苦情が多数あり，対応に
苦労する。一方，工事前に資料作成しワークショップなど
で目的や対策内容を共有していくことで，トータルの仕
事量は相当減ったと聞いたことがある。
・本日紹介のあった船橋市，朝霞市，鎌ケ谷市のような取り
組みは各地域においてルーチンワークで行われているも

柳田氏：

のではなく，このような好事例を展開していくために，広

・生活道路の安全の向上のためには，幹線道路の整備や

く全国の経験を共有するような取り組みが必要と認識。

円滑化などにより自動車交通を幹線道路に転換し，生
活道路は人優先の空間にしていくことが必要。

おわりに

・交通安全対策は，データを活用しながら PDCAサイクル

地域の交通安全向上に向けて，生活道路対策では特に住

を回して取り組むことが大事で，特に生活道路での対策

民や関係機関との合意形成が重要で，そのために客観的な

は地域住民との合意形成のためにデータを活用すること

データによる説明がポイントになることを再認識した。このよ

がポイントになる。

うな好事例を広めていくことで，
子どもをはじめとして，人優先

< ビッグデータの活用により得られる効果 >
赤羽氏：
・データ分析を積極的に取り入れて，渋滞問題と交通安全

の安全な道づくりに繋げていくことに尽力していきたい。
文責：国土交通省道路局環境安全・防災課道路交通安全対策室
企画専門官 柳田 眞由美
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第34 回日本道路会議

パネルディスカッション

PIARC（世界道路協会）
の
取組ワークショップ

〜TC4.4 トンネルでの取組（共催）〜
コーディネーター
砂金

伸治 氏（東京都立大学都市環境学部都市基盤環境学科教授）

講演者

砂金氏

術の影響，情報システムを採用する効果に関する検討を
行っている。また，2022 年 10 月には，スペインのグラナ
ダで道路トンネルのオペレーションと安全に対する第 2

Ingo Kaundinya 氏

回国際会議を開催し，2023 年 10 月にはチェコのプラハで

（Chair of PIARC TC4.4 / BASt（Germany）
）

世界道路会議をする予定である。是非多くの方にご参加

日下

頂きたい。

敦 氏（国立研究開発法人土木研究所上席研究員）

Arild Sovik 氏
（CEO, Sovik Consulting / The Norwegian Tunnelling
Network（Norway）
）

日下 敦 氏：道路トンネル非常用施設設置基準
日本には 1 万を超える道路トンネルがあり，総延長は
4,600 km になる。2019 年にはトンネル火災等に対する安

Bernhard Kohl 氏（Director, ILF Group（Austria）
）

全性を改善するために，道路トンネル非常用施設設置の

Ronald Mante 氏

基準を改定した。主要な改定点として，1）トンネル火災

（Coordinator, Tunnel Safety Centre, Rijkswaterstaat

のタイムラインを明確にして初期段階と後期段階に分類し

（Netherlands）
）

た。2）タイムラインに沿って各設備の役割と機能を明確

Tshibela Arthur Kabuya 氏

化した。3）避難通路と排煙設備を広範囲に設置するため

（Premier engineer, SPRB Bruxelles Mobilité（Belgium）
）

に設置条件を強化した。その他には，訓練，広報，啓発活

１．パネルディスカッションの概要
現在，PIARC において，日本は多くの技術委員会（TC）

動の基本的な考え方などを説明している。
今後に向けて，水噴霧施設の高度な使用方法，発災後
のトンネル内への車両流入抑止技術，情報提供技術の検

等に参加し，日本の技術を世界に周知するとともに，技術

討，電気自動車等の次世代車両への対応などが課題と考

の研鑽を進めている。実際の PIARC の活動を広く知って

えている。

頂くべく，本セッションは，PIARC TC4.4 トンネルのワー

Arild Sovik 氏：コスト効率的なアプローチ

クショップと共催し，同 TC での取り組みに対する中間報

ノルウェーは自然環境が厳しく過疎化している地域も多

告や，諸外国における最新の道路トンネルに関する取り組

く，インフラ開発の様々な分野ではコスト効率の高いアプ

みについて意見交換を行った。

ローチを採るべきという考え方が強い。2021 年にはインフ

２．各パネリストの発言要旨
Ingo Kaundinya 氏：TC4.4 トンネル技術委員会

ラプロジェクトの環境コスト，気候変動リスク，温室効果
ガスなども含めた収益性を算出して，温室効果ガスの
40 ％削減，コストの 40％削減を目標に掲げている。交通量

PIARC TC 4.4 トンネル技術委員会は，37カ国から 150

などに応じてトンネルを分類し基準を定めているが，換気

名のメンバーで構成されており，7 つのワーキンググルー

システムは主に縦流換気を用いてコストの節減を図ってい

プとタスクフォースが組織されている。PIARC は 4 カ年の

る。ノルウェーはトンネルが多い国であり，世界最長 24 km

戦略計画に沿って活動しており，2016 -19 年の活動期間で

のラルダールトンネルもある。グドヴァンガトンネルは過去

は 5 つのテクニカルレポートを発行している。現在の活動

10 年間に 3 回火災が発生しており，様々な検討を行ってき

期間（2020 - 23 年）では TC4.4 は技術的には 4 つのテー

た。特にセルフレスキューについて研究を進め，緊急シェ

マを取り上げており，トンネルのレジリエンスを強化する

ルターの設計などに取り組んでいる。トンネル建設に際し

対策，都市及び交通量が多いトンネルの管理の優良事例

ては，RAMS（Reliability, Availability, Maintainability

の収集に加え，道路トンネルの運用と安全に対する新技

and Safety）分析が最も重要と考えている。
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時間が短縮されている。イスタンブールのユーラシアトン
ネルでもバイクによるパトロール隊の事例が報告されてい
る。2 つ目のカテゴリーは，トンネルの改修中にユーザー
が被る問題を緩和する作業手法についてである。ブリュッ
セルの Hallepoort トンネルでは，工事中に渋滞を防ぐ
（上段左から）日下敦氏，Bernhard Kohl 氏，Tshibela Arthur Kabuya 氏，
（下段左から）Ronald Mante 氏，Arild Sovik 氏，Ingo Kaundinya 氏

Bernhard Kohl 氏：最先端のリスク分析
20 年前にヨーロッパで悲惨なトンネル火災が 2 件あり，
それを契機としてトンネルの安全に関して 2004 年に EU
指令が出されるなどガイドラインが示され，リスク評価な
どのツールが検討されてきた。リスク評価の重要な原則

ために利用者に対してキャンペーンを行ってしっかり情
報提供をしている。3 つ目のカテゴリーは，メンテナンスや
オペレーションのための新たなツールである。チェコの
例では BIM と拡張現実を使って，メンテナンスと検査プ
ロセスの改善を行い，メンテナンスにかかる時間を削減し
た事例が報告されている。

３．質疑応答

は，トンネルの安全に対して全体的なアプローチをとるこ

質問：リスク評価を実際のプロジェクトに適用したときに

とであり，あらゆるタイプのトンネル事故を含み，トンネ

どのような影響があったか。

ルに用いられている施設等システムのあらゆる要素を含め

Bernhard Kohl 氏：リスク評価の結果，必ずしも意思決

て考える必要がある。

定が変わるということではなく意思決定がサポートされ

もう一つ重要な原則はリスクアセスメントのプロセスであ

る。オークランドのトンネルの例では，渋滞になって火災

り，システムベースとシナリオベースの 2 種類のアプローチが

リスクが増加する可能性は少ないだろうということにな

ある。リスクベースの意思決定ではシステマティックなアプ

り，渋滞になってもトンネルを閉鎖する必要はないという

ローチが必要となり，具体的なツールも必要である。オース

結論になった。

トリアではリスク評価に TuRisMoというモデルを開発して

Arild Sovik 氏：定量的な方法でリスクを評価するが，その

おり，火災が生じた場合の影響をシミュレーションしている。

後のディスカッションが最も重要であると思う。リスク評価

Ronald Mante 氏：レジリエンスに関する文献レビュー

モデルには弱点があるのでディスカッションは欠かせない。

TC4.4 の WG 2 では，道路トンネルのレジリエンスに焦

質問：ノルウェーではシェルターも活用されているとのこ

点をあてて100 以上の文献をレビューし，Improving road

とだったが，消火にかなり時間がかかるとすると，シェル

tunnel resilience, considering safety and availability,

ターに逃げ込んだ避難者は長い時間いなければいけない

PIARC literature reviewというタイトルのレポートにま

かもしれない。シェルターは引き続き非常用施設として選

とめた。レジリエンスの定義は「可能な限り安全な条件の

択肢になり得るのか。

下で，異常事態が起きた時でもトンネルの通行を維持し続

Arild Sovik 氏：シェルターはオスロ・フィヨルドトンネル

ける能力（トンネルが使えなくなるような状況では可能な

で採用されていて，消防隊を待つ間に使われた。シェル

限り早く再通行させる）
」ということである。レジリエンス

ターは適切な方法で設置しなくてはいけない。シェルター

には予防的措置が必要であり通行止めをできるだけ阻止

では何が必要で有効なのか研究が必要と思う。

し，通行止めになった場合は復旧（緩和策）と改良（適
応策）が重要となる。レジリエンスを強化するために様々
な対策があり，レポートでは利用可能性（Availability）
への悪影響を抑制する視点からとりまとめている。

おわりに
トンネルは，その制限された形状であるため，事故が起き
ると大惨事となる可能性は大きく，ひとたび災害が発生した

Tshibela Arthur Kabuya 氏：都市部の交通量の多いトン

際にはその注目度は非常に高い。都市部の交通量の多いトン

ネルのケーススタディ

ネルが増えるに伴い，トンネルの安全確保の重要性はますま

TC4.4 の WG 2 では，都市部の交通量の多いトンネルに

す高くなってきている。本セッションに参加して，PIARCの活

関して11 のケーススタディを収集して事例集をとりまとめ

動を通じて世界中の技術者と意見交換し，最新の知見を得

ているところである。ケーススタディは 3 つのカテゴリー

ることの重要性をあらためて確認した。PIARC という国際

に分類している。1 つ目のクイック・レスポンスに関しては，

活動の場の有用性を理解し，ご活用頂ければ幸いである。

日本から火災に対応する山手トンネルのバイク隊について
紹介している。バイクの導入によって事故現場までの所要

文責：国土交通省道路局企画課国際室海外道路プロジェクト推進官
北澗 弘康
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基調講演・パネルディスカッション

次世代モビリティの実装と
地域デザイン
福田氏

１．概要
本セッションでは，急速に発展しているモビリティ分
野に対し，道路インフラ側もあわせて進化していくこと
により，社会課題の解決，持続可能な社会・地域づくり

の中でもきちんと位置づけて，例えばモビリティハブの拠
点として展開していくといった整理がされていくのではな
いか。
これまでの様々な広域の道路網計画になかった視点で，

にどのように貢献していくか，先進的な取り組みをして

広域ネットワークの中に拠点の計画，更には拠点のノー

いる民間企業等を招き議論を行った。

ドだけでなく，リンクをつなぐような ICTのマネジメント

冒頭，東京大学大学院・福田大輔教授による基調講演

計画，そのあたりに付随して，新しい全体としての比較

を実施し，続けて同氏がコーディネーターを務め，パネル

的長期な広域道路計画を検討していく必要があり，結節

ディスカッションを開催し，事例や知見の紹介とともに，

点，拠点，防災機能，エネルギーとの関連性なども重要に

今後の展望等について意見交換した。

なる。

２．福田大輔教授の基調講演の要旨

3．パネルディスカッション

自動運転をはじめとした次世代モビリティの様々な展開
状況を説明。様々な次世代モビリティというものが，かな
り実現性が高く，現実味を帯びてきている。電気自動車

コーディネーター
福田

大輔 氏（東京大学大学院教授）

パネリスト

（EV）関連では，従来のプラグイン充電のような施設に加

植村

佳代 氏（株式会社日本政策投資銀行産業調査部副調査役）

えて，スワッピングのシステムや走行中の充電を可能とす

栁沼

秀樹 氏（東京理科大学准教授）

るようなワイヤレス充電レーンなど，移動体だけではなく，

重松

眞理子 氏（一般社団法人大手町･丸の内・有楽町地区

それが移動していく基盤である道路側のインフラなども，
大きな変革に差しかかっているのではないか。
かみ こ あ に むら

秋田県上小阿仁村等で実施している地方部での自動運

まちづくり協議会スマートシティ推進委員会委員長）
佐治

友基 氏（BOLDLY株式会社代表取締役社長兼CEO）

峯岸

宏冶 氏（東日本旅客鉄道株式会社 BRT自動運転

転で得たアンケート結果では，地方部は，
「高齢者等の移動
支援」や「過疎地における公共交通機関の代替手段」とし
ての自動運転に対する期待がある。一方，都市部では，中
心街は混雑する反面，郊外部は比較的需要が下がってき
ており，時間的・空間的な混雑の偏りが存在する。

プロジェクト担当）

４．パネルディスカッションの主なやりとり
自己紹介に併せて各社の事業を冒頭紹介。
植村氏：

更にコロナ禍による移動の面で制約が発生したため，モ

・設備投資計画調査より新型コロナウイルス感染拡大に

ビリティの利用は減少。恐らくコロナ前の状況には完全に

よる影響からの売上回復見通しを説明。電気機械など

は戻らずに，以前より低いモビリティの交通量の状態で，

では 6 割強が 2021 年度中の回復が見込まれる。一方，

定常状態的なものに陥る可能性もあるのではないか。

旅客需要の回復が見込みにくい運輸などでは，5 割強

こういった将来の不確実性がかなり高まる中，新たな
自動運転の動向や，バスタや道の駅での自動運転等の新

が 2030 年以降の回復もしくは回復が見通せない。
・更に投資が強く見込まれる箇所については脱炭素に向

たなリンクを中心にした交通網の整備，あるいは交通シ

け EV や再生可能エネルギー（再エネ）関連投資など，

ステムの整備という観点から，自動運転の発着のベース

CO 2 が大きく排出される産業地域での投資が強い。

や複数のモビリティ間の乗り換えの中継基地になるような

・加えて規制緩和が進んでいるマイクロモビリティの分

ノードの部分についても，広域なネットワーク全体の計画

野は大きな変化が生じている分野で，電動キックボー
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なり黒字にするというのは難しい。社会全体や地域の
Win -Win につながるよう，沿線のお店や受益者と呼ば
れる方々からも，今後負担して頂くようなことも考えて
いる。運賃から脱却したサステナブルな考え方が必要と
なってくる。
栁沼氏

峯岸氏

重松氏

峯岸氏：
・BRT 自動運転の取り組みを動画にて紹介。少子高齢
化，ドライバー不足の中，持続的に公共交通を提供す
るため，様々な新技術を用いて，他社とも連携しながら
次世代交通を検討することを目的に，4 年前より取り
組んでいる。

佐治氏

植村氏

ドや電動バイク等，新たな低速モビリティがどう社会
実装していくかは足元の課題。
・海外でもコロナ後を見通したモビリティの変革が進ん

・2018 年から東日本大震災で被災した大船渡線のエリ
アを用いて実験に着手。地域活性化にもつなげる。実
験に終わらず，実用化して，持続可能な公共交通をつ
くっていこうというところが私どもの意義。

でおり，デジタルと併せた移行の投資というものも

栁沼氏：

行っていくのが必要と考え，地域でどのような産業を

・道路分野におけるプロジェクトの変革が起きており，今

創出していくかに注目している。

までの道路をつくればよいという時代感から，交通防災

重松氏：

拠点，更には自動車から人間中心の空間をつくっていく

・大手町・丸の内・有楽町（大丸有）地区において，まち

ほこみち等に変わっていき，自動運転・AI のような

づくりのビジョンの実現に向けた様々な先進的な取り
組みを行っている。

新たな技術も道路を走るようになっている。
・このような話になると，国土スケール，都市スケール，

・2019 年度に官民が共同で，将来像を考え，スマート

地域スケール等，様々なスケールがある中で，それらを

シティビジョンを策定。特徴はモビリティ・MaaS と

きちんと発展させつつ，かつ，例えば今までの道路を

いった観点から検討に着手した点。

つくる土木という世界から，都市などいろいろな分野を

・モビリティの導入に関しては，それぞれの通りの特徴を
捉えたモビリティの導入と Smart & Walkable をコン
セプトに検討を実施。コロナ禍の中，直接会うことに，
都心の役割が非常に先鋭化してきたと思われ，その際
に，こういった道路空間を含めてパブリックスペースの
役割は非常に大きいと捉えている。

巻き込んでいく形となり，総力戦的なアプローチをとっ
ていくことが大事。
・そのため，いろいろな企業が参画し，競争し合う中で
やっていくというところでは，協働の体制をとっていく
ことが必要。
福田氏（コーディネーター）：

・次世代モビリティは，まちにおけるロボットや装置のよ

・幅広い観点からパネルディスカッションを，それぞれ

うな世界観で人と共存していく。そんなリ・デザイン像

の異なるお立場で，次世代モビリティをどう社会実装

を描きながら，関係者と議論して実証しながら，本当に

していけばいいのかということで，いろいろなアイデア

できるか，持続的に実装していけるのかやっている。

を頂くと同時に，今後の展開に向けてのヒントを頂き，

佐治氏：

実りあるパネルディスカッションをすることができた。

・自動運転バスの取り組みについて，冒頭，運行管理シ

パネリストの皆様に深く感謝したい。

ステムを用いて境町の運行状況をリアルタイム配信。
・柔軟な経路設定。追い越し等の低速自動運転車，地域

おわりに

の調和の紹介。地域では「横に動くエレベーター」と

モビリティや社会に大きな変化が起きている中，道路

して地域に親しまれ，商業やまちづくり等に貢献して

に求められる事項も多様化しており，地域や関係者と一

いるという認識。

緒に新たなニーズに議論し，応えていくことで社会全体

・持続可能なビジネスモデルの検討状況の紹介。国の補
助や自治体の予算でやっており，国全体の公共交通維
持にかけるコストが少なくなっている現状赤字をいき

が活性化されると思わせる議論であった。
文責：国土交通省道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室
課長補佐 成島 大輔
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第34 回日本道路会議

基調講演・パネルディスカッション

道路システムのDXがもたらす
社会革新
小澤氏

１．概要

４．パネルディスカッションの主なやりとり

道路は安定的な物流等を支える基幹インフラであり，

＜それぞれの分野での DX の取組＞

道路利用サービスの質を高めることにより国民生活や経

関本氏：

済活動の生産性を高めていくことが求められている。こ

・人の流れに関する研究や国土技術政策総合研究所で道

の実現のため，最新のデジタル技術等を適所に活用する

路 GIS（地図情報システム）の整備などの研究を進め

道路システムの DX（デジタルトランスフォーメーション）

る中でデータ流通の重要性を認識し，G 空間情報セン

を推進する必要がある。DX により目指す姿，進める上

ターを設立し，オープンデータ化の支援をしている。

での課題等について，議論を行った。

２．小澤一雅教授の基調講演の要旨

・オープンデータ化とは，可視化環境も表裏一体で整っ
ていることが重要。オリジナルデータに加えて可視化
に対応したフォーマットを用意し，それぞれ常に連動

i-Construction システム学寄付講座の中で DX 実現の

することが必要であり，バックグラウンドでのデータ

ための取り組みを進めており，建設産業全体の協調領域

処理も膨大となるが，これを効率的に全国規模で実現

を対象とした研究開発や学問体系の構築，教育システム

したい。

の制度設計を行っている。

藤田氏：

インフラ事業の各段階で，デジタルデータを活用しな

・NEXCO 東日本でスマートメンテナンスハイウェイ

がら生産性の向上を目指すことが目的であるが，その中

（SMH）を進める背景として，施設の老朽化と技術者

心にあるのがデータ流通のためのプラットフォームであ

不足という問題がある。近年も，技術系社員数はほぼ

り，道路分野含め議論が進んでいる。プラットフォーム

横ばいであるのに対して保全事業の業務量は大きく増

構築と同時にデータ活用のためのアプリケーションなど

加しており，業務の効率化が喫緊の課題。

高度なサービスにつながる仕組みづくり，ルールづくり

・2020 年から BI（Business Intelligence）ツールを導入

が重要であり，これらをどう仕上げるかが，現場の仕事

し，保全計画会議の中で活用している。現場社員に

の仕方を変えることにつながる。

とって操作性良く，わかりやすいフォーマットで表現

インフラを扱う土木技術者として，社会インフラをど
う描き，それを支えるためのどのような仕組み，技術を
提供していくべきか，将来を見据えて考える必要がある。

３．パネルディスカッション
コーディネーター
関本

な補修計画の立案など，効果が見られている。
杉本氏：
・静岡県では，VIRTUAL SHIZUOKA 構想として，3 次
元の位置情報を持った点群データを集めている。これ
を G 空間情報センターからオープンデータとして公開

義秀 氏（東京大学空間情報科学研究センター教授）

パネリスト
藤田

しており，資料作成の自動化やデータの精緻化，確実

している。2021年度末には，ほぼ静岡県全域の取得が
完了する。

聖二 氏（東日本高速道路株式会社管理事業本部

・特に災害時の活用に有用である。2021 年 7 月 3 日の

SMH 推進チーム チームリーダー）

熱海の土石流災害では，点群データを発災前後で比較

杉本

直也 氏（静岡県交通基盤部建設政策課班長）

することで，盛土の存在が判明した。そのほか，自動

田村

誠 氏（トヨタ自動車株式会社 e -TOYOTA 部

運転の地図としての活用や維持管理の分野での活用も

データ事業推進室長）
古川

慎治 氏（国土交通省道路局企画課道路経済調査室
企画専門官）
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考えており，施工後には全て点群データで納品しても
らっている。また，点群データから道路のり面を自動
抽出し，健全度を把握する技術開発も進めている。

の維持管理の効率化に貢献できると考えている。良い道
路の状態が，良いモビリティ社会への貢献にもつながる
という想いで取り組んでいる。
古川氏：人口減少社会も見据え，建設生産システム全体
の作業効率化が一番の狙い。また，オープンデータ化に
（上段左から）岡本氏，関本氏，田村氏，
（下段左から）藤田氏，杉本氏，古川氏

・オープンイノベーションを進めたいと考えており，静

より，田村様から提案いただいたような，道路管理の高
度化のための提案を多くの方にいただけることを期待し
ている。令和 4 年度中には，xROAD を概成し，一部で
もオープン化ができればと考えている。

岡県と一緒に取り組みたいという方はぜひ気軽にお声

関本氏：最初にデータの統一化を図ってからというより，

がけいただきたい。

オープン化を進めながら適宜見直しを図るアジャイル型

田村氏：

で進めることは重要だと思う。

・トヨタでは，コネクティッド戦略として，車両から得
られるビッグデータを活用し，自身のビジネス変革に

＜ DX を推進する上での課題＞

加え，社会還元を進めている。

藤田氏：やはり現場への定着，浸透が大きな課題。現場

・例えば，交通情報分野では，HP上に常時「通れた道

に新しいツールや仕組みが受け入れられるように，現場

マップ」を掲載しており，発災後の復旧物資の物流

のニーズをしっかり拾い，便利になる，これで業務が効

ルート検討等にも活用いただいている。トヨタの車両

率化する，と実感してもらえるようなものをつくること。

データを他業界や自治体のデータと連携させ，社会課

そして，その活用をルール化することが大切。

題の解決に貢献したい。

杉本氏：DX の一番の目的は業務の効率化であるが，楽

古川氏：

をすることに対する抵抗感を抱く雰囲気がある。楽をし

・道路局としては，①様々な事象の早期発見，早期処理，

て早く帰ろうという文化を根付かせることも重要。

②維持管理等の自動化，無人化，③手続き等のオンラ

関本氏：データをうまく使いこなして，楽をして，心に

イン化，キャッシュレス化・タッチレス化，④データ

ゆとりを持つことが大事と思う。

の収集・蓄積，フル活用，社会還元といった 4 つの方

田村氏：小澤先生からもお話があった，ルール，仕組み，

針で DX を進めている。

人，という要素は重要だと思う。また，現場での DX 定

・これらの取り組みを支える基盤として，xROAD（ク

着のためにも，成功事例をつくり上げることも大切。

ロスロード）と名付け，全国統一の開かれたデータプ

古川氏：組織のデジタル人材の不足を感じている。我々

ラットフォームの構築作業を進めている。

の IT の技術力を高めるとともに，外部の力にも頼りな
がら，内製化することにこだわらず進めていきたい。

＜ DX を通じて期待する成果，目指す姿＞
藤田氏：まずは業務効率化，高度化による社員満足が重

関本氏：本日はありがとうございました。それぞれ立場

要と思う。それにより DX が定着し，高速道路の長期的

は違えど，今後とも DX に向かって協力しながら頑張っ

な安全・安心の確保につなげていきたい。

ていきたいと思います。

杉本氏：デジタル化の結果，現場が楽にならないとしょ
うがないと思う。建設業界の高齢化，担い手の不足を前
提とすると，楽して継続できる体制が必要。

おわりに

田村氏：内容の精度向上，新たな価値，効率化という 3

取り組みが進む DX について，特にデータ流通の重要

点が重要。精度向上の観点ではトヨタの車両データを活

性，それを支える基盤整備として，如何に現場目線に

用し，道路整備前後の交通状況分析の精度向上に貢献し

立って持続可能なシステムにつくり上げるかが重要であ

ている。新たな価値としては，道路に設置された LED

ることを再認識した。本ディスカッションでも確認でき

看板に，リアルタイムに渋滞回避を促す案内を表示する

たように，引き続きインフラ分野，道路分野に関わる官

ためのデータを提供している。また，路面劣化状況を可

民が連携し，建設産業全体の効率化，生産性向上につな

視化するサービスも提供中で，街中を走行する車両の

がることを期待する。

データから路面状態を把握することが可能なため，現場

文責：国土交通省道路局企画課付 岡本 直剛
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基調講演・パネルディスカッション

脱炭素社会の道路の利活用
久保田氏

１．概要

稲垣

具志 氏（東京都市大学建築都市デザイン学部
都市工学科准教授）

2050 年カーボンニュートラルに向けた取り組みは，
官民問わず喫緊の課題である。これからはカーボン

三浦

詩乃 氏（東京大学大学院新領域創成科学研究科

ニュートラルやコロナとの共生を踏まえた道路の利活用
が求められており，「歩行者利便増進道路（ほこみち）」

特任助教）
代田

智之 氏（さいたま市都市局都市計画部自転車

制度による人中心の道路空間の創出や自転車の利用促
進，シェアリング等，脱炭素社会における多様な道路の

まちづくり推進課参事兼課長）
石山

アンジュ 氏（一般社団法人シェアリングエコノミー

利活用について議論を行った。

２．久保田尚教授の基調講演の要旨
2020 年，道路法を改正し創設された「ほこみち」制度，
約 20 年後の道路の将来像を示した道路政策ビジョン
「2040 年，道路の景色が変わる」，コロナによる飲食店

協会常任理事）
楠田

悦子 氏（モビリティジャーナリスト）

４．パネルディスカッションの主なやりとり
これからの時代の道路の利活用に対する話題提供や考
えについて，それぞれ意見を述べていただいた。

支援で始まった「沿道飲食店等の路上利用に対する占用

三浦氏：

許可基準を緩和する特例措置（コロナ占用特例）」，及び

・街路施策の国際的潮流として，地域経済，環境持続性

「多様なニーズに応える道路空間」のあり方の議論が進

の観点の指標に基づき，既存の道路の使い方を見直す

む等，近年，道路の利活用は画期的に進展しており，

べきではないかという議論が進んできた中で，ウィズ

我々は非常に重要な時代にいることを認識してほしい。

コロナにより，個人の健康意識が高まり，暮らしの中

そして，「ほこみち」が登場した今，道路の交通機能
では，人中心が重視されるようになるとともに，これま

で意識的に屋外空間を使うようになった。
・例えばパリでは，徒歩・自転車の利用を更に促進させ

での空間機能では不十分であるため，仮称であるが，
「滞

るため，街全体で時速 30 km 以下の規制をかける等，

在活動機能」を空間機能に追加することを提案したい。

安全安心な人中心の道路をつくっている。

一方，新たなツールが使えるようになる中で，重要な

・世界の先進自治体は，他の地域における先進的な技術

のはどう使いこなすかということ。ほこみちやコロナ占

や知見をただ取り入れるだけではなく，それらを自ら

用特例等により，各地で挑戦的な試みが始まっており，

高めアレンジして実践している。

大変期待をしている。

山名氏：

ただし，それらが一過性のブームに終わらないように

・公共空間の利活用に関心がある人にとって，ほこみち

するため，人中心でも車は必要であり，都心地区の道路

はチャンス。歩道を使って街の景観を変え，地域の魅

網計画を見直す等，計画論に立ち戻ったアプローチも必

力を歩道空間で表現し，歩道に安らぎ空間をつくり，

要である。

占用期間 20 年によりビジネスチャンスも生まれた。

３．パネルディスカッション
コーディネーター
久保田

尚 氏（埼玉大学理工学研究科教授）

パネリスト
山名

20

清隆 氏（株式会社スコップ代表取締役社長）

2022.2

・コロナによりレストランが店内で営業できない状況
で，ニューヨーク市では，道路空間の開放が行政の仕
事という意識の中，オープンストリートキャンペーン
を進めた。
・更に行政と民間の連携を進めるためには，お互いが
一市民として対話し様々なアイデアが生まれてくるよ

シニアカーの走行において，道路の構造は重要であ
る。自転車やシニアカーが安全安心に道路を走行でき
れば，運転寿命を延伸できる。
・移動貧困社会は，深刻化している印象があり，少子高
代田氏

齢化社会における移動手段の確保に向けて，公共交通

石山氏

や自転車，カーシェア等の乗り継ぎ拠点となるモビリ
ティハブ等のハード整備が必要である。
・予算がない中でも，国道と地方道，警察や PTA 等が
連携し，安全安心な道路をつくっていかなければ，こ
れからの高齢化社会には対応できない。
稲垣氏：

稲垣氏

楠田氏

山名氏

三浦氏

・ユニバーサルデザインの道路整備では，当事者参加は
もちろん重要であるが，多様な人たちが集まって意見

うな場所を設定できる技術を持った人材の育成が必要

交換することにより，障害者側も道路管理者を理解す

である。

る相互理解が非常に重要である。全員にとって満点の

代田氏（さいたま市）：

道路空間はできない。そういった中で，道路管理者側

・自転車は短距離移動の利便性のみならず，環境面，健

の空間的制約や経済的制約，人的制約等を理解し，

康面等においても優れており，自転車利用を促進する

みんなにとって不合格にならない道路空間をつくり上

ことが SDGs やカーボンニュートラルへの取り組みに

げていくことが重要である。

大きく寄与するものとして注目されている。
・さいたま市では，平成 30 年 11 月より，シェアサイク

・今後は，生活道路等の狭い道路におけるバリアフリー
化について，議論しなければならないと考える。

ル普及事業実証実験を実施し，市民や来訪者の移動

・道路空間で心のバリアフリーを進めるソフトの議論

ツールのひとつとして定着した。また，令和 4 年度ま

も，これから求められており，ほこみちは，道路で活

でに自転車通行空間の整備 200 km を目指し，自転車

動する人たちが，どのような気持ちで，触れ合いをし

によるまちづくりを推進している。

ながら，その道路を利用するのかということを真剣に

・課題は，自転車の交通ルールの遵守と走行マナーで，

考えるチャンスだと思っている。

警察や道路管理者も入った会議を設置し，お互いが歩

久保田氏（コーディネーター）：

みよる形で，自転車の安全利用の確保を試みている。

・脱炭素やアフターコロナという新しい時代に対し，ほ

石山氏：

こみちやシェアリングエコノミー等，新しい話題をい

・脱炭素や SDGs という視点で言うと，シェアリングエ

ただいた。一方で，バリアフリー，ユニバーサルデザ

コノミーはそもそもつくらない，捨てない，だけれど

インや交通安全等，従来からの課題も引き続き存在す

も経済の付加価値を生み出し経済を回していく新しい

るため，予想していた多様なニーズはもっと多様であ

ビジネスだと考えている。

るということが解り，将来は更におもしろくなるとい

・これからのまちづくりは，市民が主体的に参画できる

うことが，よくわかった。

余白のようなものを持ち，行政，企業と市民が一緒に

・相互理解や信頼関係が必要だということが本日のキー

街をつくっていく方向への構造変換が必要であり，そ

ワードではないかと思う。道路をどうやって使うかと

のインフラのひとつに，シェアリングエコノミーがな

いうことについては，ユーザー同士，あるいは行政を

り得るのではないかと考えている。

含めた関係者が信頼し合って，相互理解の中でより良

・シェアリングビジネスの課題は，信頼をどうデザイン
していくかというところ。信頼は，安全安心という側
面もあり，公共スペースをお互いが気持ちよく使える
かというところが，デザインとして必要なのではない
かと思っている。
楠田氏：
・自転車はもちろん，自動運転車や電動キックボード，

いものをつくっていくことが必要だと感じた。

おわりに
多様なメンバーから有益で多様な意見があり，幅の広
い意見交換ができた。本ディスカッションが，今後の時
代の道路の利活用の取り組みに活かされることを願う。
文責：国土交通省道路局環境安全・防災課課長補佐 山本 浩之
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論文・事例報告発表，表彰報告
概要
論文・事例報告発表は，11 月 3 日，4 日の両日に渡っ
て開催された。
開催方法については，日本道路会議の開催趣旨，新型

計画・環境・安全・情報・マネジメント部門
計画・環境・安全・情報・マネジメント部門では，道路
交通の調査・分析，道路交通マネジメント，事業評価等
の「計画」に関する課題，地球温暖化への対応，道路空

コロナウイルス感染症の感染状況等を注視しながら検討

間の緑化，無電柱化の推進等の「環境」に関する課題，

を重ね，最終的に WEB 配信による開催とした（なお，会

幹線・生活道路における交通安全対策，自転車通行空間

議の開催状況は 2022 年 3 月 31 日（木）までオンデマンド

の整備等の「安全」に関する課題，ITS の導入，プローブ

で配信中である）
。

情報の活用等の「情報」に関する課題，事業マネジメント・

本会議では，
「激変する社会・経済の中でのこれからの

リスク評価，BIM/CIM の導入等の「マネジメント」に関

道路の役割」というメインテーマを設定し，次世代社会

する課題を主要課題に掲げ，口頭発表 118 編，ポスター

実現のための道路のあり方等について，パネルディス

発表 8 編，合計 126 編の発表が行われた。これは前回（第

カッション等を展開し，様々な意見交換がなされた。

33 回）の計 104 編を 2 割以上上回る発表数である。これ

論文等の応募について，口頭発表 527 編（論文 387 編，
事例報告 140 編），ポスター発表 30 編（論文 16 編，事
例報告 14 編），合計 557 編である。

らを課題別に 21 のセッションに分けて発表が行われた。
口頭発表のセッションのうち，「コロナ禍の交通行動
と今後の道路空間のあり方」を集中討議セッションとし

会場では最大 17 のセッションが並行して行われた。新

て実施し，コロナ禍における交通需要変動分析や道路空

技術や現場の取り組みを含む広範な内容が産学官それぞ

間のあり方等を論じた計 6 編の発表が行われた。質疑で

れの立場から発表されるとともに，活発な質疑応答，意

は，ロックダウン等による交通行動の急激な変化といっ

見交換がなされた。口頭発表では通常の発表セッションに

た事象と，テレワークや e コマースの普及等，以前から

加えて，十分な討議時間をとって共通の課題や解決策に

あった生産・消費行動の変化がコロナによって加速した

ついて意見交換を行う集中討議セッションが実施された。

事象とを分けて考え，後者については今後もその動きが

同セッションでは，
「カーボンニュートラル」
「DX（デジタ

継続することを見越して道路のあり方を検討すべき等の

ルトランスフォーメーション）
」
「持続可能な社会（SDGs）」

意見が出された。コロナの影響がいつまで続くかは見通

などに焦点をあてテーマを設定し，先進的な事例や現場

せないものの，新たな時代の道路のあり方について議論

の取り組み等が発表され，コーディネーターのもと熱心

を深める場として意義があったものと思われる。

な議論が聴講者も交えて行われた。

ポスターセッションでは，国・地方公共団体・民間企

表彰に関しては，特に優れた内容の発表を表彰する「優

業等から，渋滞対策，交通安全，環境保全等に関する新

秀賞」と，若手研究者・技術者から今後の取り組みの発

たな取り組みに関する紹介があった。WEB 参加のみの

展が期待できる内容の発表者を表彰する「奨励賞」があ

開催となったことから，例年のような参加者同士の活発

る。従来開催当日に主催者，実行委員長等関係者臨席の

な意見交換には至らなかった。次回以降の開催方法につ

もと表彰式を開催しているが，今回は開催形態を鑑み，

いて今後検討の余地があるものと思われる。

WEB サイト（https://www.road.or.jp/conference/

優秀賞として，口頭発表から 7 編，ポスター発表から

jra34/pdf/34awards.pdf）で表彰者を報告している。

1 編，奨励賞として，口頭発表から 3 編，ポスター発表

優秀賞と奨励賞の選考は，各部門において，内容の独創

から 1 編を選定し表彰した。

性，有益性，信頼度，明解度及び発表態度・質疑応答等
を勘案して厳正な審査を行った。
審査の結果，優秀賞 37 編（口頭 32 編，ポスター 5 編），

道路管理・修繕・更新部門
道路管理・修繕・更新部門では，論文募集時に主要課

奨励賞 16 編（口頭 14 編，ポスター 2 編）を選定し，各

題として「道路構造物の戦略的維持管理」「道路構造物

受賞者に対して表彰を行ったところである。なお，受賞

の戦略的防災・減災対策」
「道路構造物管理の新たな試み」

した 53 編のうち 15 編が事例報告である。

などを掲げ，これらに対して応募があった口頭発表 60 編，
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ポスター発表 3 編，合計 63 編の発表が行われた。

ながら熱心な説明がされていた。

発表は，各道路構造物の維持管理や道路管理全般に関

舗装部門の集中討議セッションは，「『舗装の永続リサ

する高度化・効率化に向けた取り組み，冬期道路管理や

イクル』の方向性等について」と「新時代の舗装技術に

豪雨・地震等の被災時のマネジメントや復旧時の取組事

挑戦する」の 2 つのテーマにより実施した。前者におい

例など，課題別に 11 のセッション及びポスターセッション

ては，アスファルト舗装の永続リサイクルに向け，産学

において行われた。発表では，道路管理者が効果的・効

官から舗装のリサイクルに携わるパネリストを招聘し，

率的に道路管理マネジメントを実施していくために参考と

当該技術の現状と課題や最新の研究成果等の発表と意見

なる道路構造物に関するデータの活用や新たな取り組み，

交換が行われた。また，後者では，日本道路協会舗装委

道路管理の現場における教訓等について報告され，活発

員会において，舗装分野における若手技術者の技術力醸

な議論が交わされた。発表者は，当部門の特徴から，国，

成や人材確保・育成等に取り組んでいる「舗装未来検討

地方公共団体，高速道路会社といった道路管理者が多く

会」の若手技術者等がパネリストとなり，今後の舗装技

占めており，民間会社・団体，大学等からの参加もあった。

術への期待や技術の発展に向けて取り組むべき活動の提

2 日目に開催した集中討議セッションでは，
「道路構造
物の戦略的維持管理に向けた取組」と題して，維持管理

案など活発な議論がなされた。
優秀賞として，論文 11 編，事例報告 3 編の合計 14 編，

の現場においても DX に関する取り組みが進められている

奨励賞として，論文 4 編，事例報告 2 編の合計 6 編を選

中，維持修繕を合理的に進めていくためには，定期点検や

定し表彰した。

修繕計画，補修補強等の各段階においてどういったデー
タを今後取得しておくべきか，5 編の発表をベースに，限
られた時間の中ではあるが活発な意見交換が行われた。

建設・施工技術（土工）部門
建設施工技術（土工）部門では，論文募集時に主要課

優秀賞として，口頭発表から 4 編，ポスター発表から

題として「自然災害における道路土工の被害と対応」
「土

1 編，奨励賞として，口頭発表から 1 編を選定し表彰した。

工構造物等の維持管理（特に点検手法，非常時の管理手

建設・施工技術（舗装）部門
建設・施工技術（舗装）部門では，集中討議セッション

法）」「土工分野における DX に関する取り組み」「地質
地盤リスクマネジメントへの取り組み」を設定し，口頭
発表 47 編，ポスター 1 編，合計 48 編の発表が行われた。

における招待論文を含め，口頭発表 201 編，ポスター発

内容は災害事例の報告，道路土工構造物の設計手法に関

表 14 編，合計 215 編の発表が行われた。招待論文（集中

する技術的知見の提案と実施事例，土工構造物の定期点

討議セッション 5 編）以外の 210 編を分類すると次のとお

検結果の報告，ICT 土工の取組報告，新技術の報告など

りである。

きわめて多岐にわたった。発表者も，国，地方公共団体，

まず，主要課題別では，①「舗装における DX（デジ

高速道路会社といった道路管理者，設計コンサルタント，

タルトランスフォーメーション）」に関するものが 29 編，

建設会社といった民間会社・団体，大学等多彩であった。

②「長寿命化・国土強靭化に資する舗装技術」に関する

発表は集中討議セッションを含む 8 つのセッション及び

ものが 54 編，③「舗装の効率的な維持管理」に関するも

ポスターセッションにおいて行われ，発表者と会場及び

のが 62 編，④「環境に配慮した舗装技術」に関するもの

WEB 参加の聴講者による活発な議論が行われた。

が 51 編，⑤「舗装と他の工学分野との連携による技術開

集中討議セッションでは，近年の豪雨災害の多発を受

発」
に関するものが 14 編であった。次に，所属機関別では，

け，「降雨・排水」にかかわる様々な研究や被災事例の

民間 154 編，国関係機関 25 編，高速道路会社 9 編，地方

報告について 6 編の発表が行われた。降雨強度の実態，

公共団体 4 編，大学等 13 編，各種協会等 5 編であった。

排水対策，斜面の安定評価等の報告の後，会場から多数

論文の中には，昨今のトレンドである長寿命化や環境

の質問や意見が発言された。

に配慮した舗装の技術に関する発表が多数みられたのも

集中討議セッション以外の口頭発表では，特に近年の

特徴であった。今回は，聴講者は WEB での参加となっ

技術者不足や業務の効率化に関する関心の高まりから，

たため，会場は前回と比べると静かではあったが，口頭

ICT，新技術の活用に関する論文・事例報告が 8 編と多

発表，ポスター発表ともに多数の WEB での聴講者がお

かった。これらの発表では VR，MR，ドローン，AI 等の

り，最新の技術紹介や現場における施工性や実績などに

新技術の調査，設計，施工，維持管理の各段階において

関して，活発な質疑応答がなされていた。また，ポスター

の活用の取り組みが紹介された。効率化や生産性向上へ

発表においても，発表者は開発した技術について工夫し

の関心の高さが表れていた。
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優秀賞として，口頭発表から 3 編，奨励賞として，口
頭発表から 2 編を選定し表彰した。

建設・施工技術（橋梁）部門

時安全確保技術，と設定するとともに，地質・地盤リスク
マネジメントや新技術の導入等もキーワードに組み入れ
て論文・事例報告を募集し，口頭発表 35 編（論文 25 編，
事例報告 10 編）の発表が行われた。

建設・施工技術（橋梁）部門では，橋梁の定期点検が

口頭発表の内訳としては，維持管理・更新技術に関す

2 巡目に入りメンテナンスサイクルを効率化することが

るものが 15 編，建設に関するものが 14 編，換気等の付

重要な課題となっている中，的確な点検・診断による予

属施設に関するものが 6 編であった。また，発表者の所

防保全の実現や，効果的で経済性に優れる補修補強によ

属別では，高速道路関係会社から 10 編，国関係機関か

る長寿命化や機能回復の実現に関する論文，新設橋に

ら 17 編と道路管理者からの発表が 2 / 3 以上を占めた。

あっては維持管理に配慮した計画・調査などの論文を募

口頭発表では，特に基準や要領に関わる内容，実際の設

集した。また，ICT 技術を活用した施工管理や橋梁維

計・施工事例に関する内容に加え，新技術の開発や活用に

持管理における AI・ICT の活用など，橋梁における

関するやりとりが積極的に行われていた。また，集中講義

DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する論文を

セッションでは，東京都立大学の砂金伸治教授を座長に迎

募集した。今回，WEB での参加も含め，口頭発表 71 編，

え，道路トンネルにおける維持管理への新技術の導入へ向

ポスター発表 2 編，合計 73 編の発表が行われた。

けた国の動向や，点検・診断・措置の具体事例の紹介など，

口頭発表の内訳としては，維持管理計画に関するもの

維持管理に関する幅広い発表が行われた。同セッションで

が 8 編，鋼橋の疲労が 8 編，腐食対策が 11 編，床版に

は，最新の事例や今後の取り組みに関連した議論が展開

関するものが 9 編，床版の土砂化が 6 編，耐震に関する

されるとともに，WEB 参加者も含む多くの聴講者からも

ものが 6 編，事故・災害復旧が 5 編，新設時の構造に関

意見が出され，有意義であるといった声も多かった。

するものが 7 編，BIM/CIM などの先端技術に関するも
のが 6 編であった。
また「道路橋の維持管理における DXの取り組み」と
題した集中討議セッションでは，土木研究所の金澤文彦

優秀賞として 2 編，奨励賞として 1 編の口頭発表を選
定し表彰した。

おわりに

道路構造物総括研究監から基調講演を頂くとともに，点

今回の発表は WEB 配信であったが，例年同様各セッ

検・診断における AI の活用や点検支援技術の活用につ

ションとも盛況で，技術の移り変わりが激しい中，「今

いて 5 編の発表がなされ，このような技術の普及のため

知りたい情報がワンストップで手に入る会議」という認

の課題とその解決について全体討議を行った。

識が共有されてきたと考えている。参加された皆様に心

ポスター発表では GNSS 測位による橋梁の損傷検知

からお礼申し上げるとともに，次回以降の会議でも，充

技術と橋全体系補強による耐震対策の 2 編が発表された。

実した内容の発表，討議がなされることを期待するもの

優秀賞として，口頭発表から 4 編，ポスター発表から

である。

1 編，奨励賞として，口頭発表から 2 編を選定し表彰した。

建設・施工技術（トンネル）部門
建設・施工技術（トンネル）部門では，近年，老朽化

文責： 国土交通省国土技術政策総合研究所
道路構造物研究部
道路地震防災研究室長 増田 仁

したトンネルが増加しつつあり，より一層の効率的・効

同 道路交通研究部
道路研究室長 横地 和彦

果的なトンネルの維持管理手法の確立が求められている

同 道路構造物研究部
橋梁研究室 主任研究官 岡田 太賀雄

ことに加え，技術的難易度の高い条件下での山岳トンネル
の建設，または複雑な構造形態を有する都市トンネルの
建設が進みつつある。さらに，近年の社会経済状況の激
しい変化に対応し，建設生産プロセスの変革による抜本
的な安全性や生産性の向上，維持管理の省人化・高度化
等が特に求められている。これらの状況を鑑み，主要課
題をトンネルに関する①コスト縮減技術，②工期短縮技
術，③品質確保技術，④維持管理技術，⑤耐震対策技術，
⑥労働安全衛生改善技術，⑦周辺環境保全技術，⑧施工
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国立研究開発法人土木研究所
道路技術研究グループ 舗装チーム
上席研究員 藪 雅行
同 地質・地盤研究グループ
施工技術チーム
上席研究員 間渕 利明
同 構造物メンテナンス研究センター
橋梁構造研究グループ
上席研究員 石田 雅博
同 道路技術研究グループ
トンネルチーム
上席研究員 日下 敦

第34回日本道路会議

表彰論文・事例報告一覧
（○印：論文発表者）

【計画・環境・安全・情報・マネジメント部門】
区分

優
秀
賞

道路関係工事におけるプロセス間リスク情報伝達の課
題と改善策

所属
国土交通省国土技術政策総合研究所
同
同

氏名
○木村 泰
光谷 友樹
中洲 啓太

口頭

論文

口頭

論文

口頭

論文

山間地における切土・盛土施工による利水への影響検討 国土交通省山陰西部国道事務所

○福井 真吾

口頭

論文

人工知能を用いた汎用カメラによる 24 時間交通量調 （株）サーベイリサーチセンター
査技術の開発
法政大学
琉球大学

○高野 精久
今井 龍一
神谷 大介

口頭

論文

冬期におけるラウンドアバウトエプロン端部の可視化 （国研）土木研究所寒地土木研究所
試験について
同
同

○吉田 智
舟橋 誠
新保 貴広

口頭

論文

寒冷地の街路樹を対象とした剪定強度の違いによる生 （国研）土木研究所寒地土木研究所
育への影響評価
同
同

○榎本 碧
松田 泰明
岩田 圭佑

口頭

論文

利用実態調査に基づく「道の駅」の駐車マス幅員に関 （国研）土木研究所寒地土木研究所
する提案
同
同

○岩田 圭佑
大部 裕次
松田 泰明

ポスター

論文

路側撮影動画による車種別車両計測とナンバープレー
ト認識の複合認識システムの開発および解析データ仕
様の影響検証

八千代エンジニヤリング（株）
同
同

○菅原 宏明
小篠 耕平
藤井 純一郎

環境省
同
同

○野玉 悠葵
寺沢 直樹
矢野 康明

口頭

奨
励
賞

タイトル

口頭

口頭

走行中給電システムの路面への敷設と課題

中間貯蔵事業における除去土壌等の輸送マネジメント
事例報告 の実績について

論文

東京大学
（株）デンソー

○清水 修
角谷 勇人

道路事業評価における防災機能評価手法の改善に関す 国土交通省国土技術政策総合研究所
る基礎的検討
元国土交通省国土技術政策総合研究所
国土交通省国土技術政策総合研究所

倶知安余市道路におけるi-Construction の取り組みに 国土交通省札幌開発建設部
事例報告 ついて ―新技術のさらなる活用による生産性の向上を 国土交通省小樽開発建設部
目指して―
国土交通省札幌開発建設部

ポスター 事例報告

首都高速道路日本橋区間地下化事業における呉服橋・ 首都高速道路（株）
江戸橋出入口廃止前後の交通状況報告
同

○西岡 健太
根津 佳樹
青山 恵里
○後藤 治樹
久保田 良司
大工 秀樹
○田島 貴一
中川 浩志

【道路管理・修繕・更新部門】
区分
口頭

優
秀
賞

奨
励
賞

タイトル
データプラットフォームと ICT 活用による道路維持
事例報告 管理システム 〜 i-DREAMs 〜

口頭

論文

口頭

論文

口頭

論文

ポスター

論文

口頭

事例報告

所属

氏名

首都高速道路（株）
同
同

○丸山 大貴
竹鼻 淳志
中村 大志

地震動の即時分析による構造物被害推定と情報配信
の取組

国土交通省国土技術政策総合研究所

○川嶋 祥之

横断歩道橋の改良復旧の可能性に関する試設計

国土交通省関東道路メンテナンスセンター ○松藤 洋照
国土交通省関東地方整備局
西村 逸男
同
川路 隆之

路肩堆雪形状計測技術の検証について

（国研）土木研究所寒地土木研究所
同
同

○飯田 美喜
植野 英睦
吉田 智

冬期道路安全診断支援ツールの開発

（国研）土木研究所寒地土木研究所
同
同

○四辻 裕文
平澤 匡介
畠山 乃

鋼橋の疲労き裂に関する近接目視点検訓練シミュレー
タの開発

首都高速道路（株）

○日名 誠太

2022.2
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【建設・施工技術（舗装）部門】
区分
口頭

優
秀
賞

奨
励
賞

タイトル

ドップラ振動計を用いた移動式たわみ測定装置
論文 （MWD）のたわみ量解析手法について

口頭

論文

坂道等が移動式たわみ測定装置（ＭＷＤ）の測定結果に アールテックコンサルタント（株）
与える影響
（国研）土木研究所
前田道路（株）

○阿部 貴幸
綾部 孝之
河田 久儀

口頭

論文

RLMCを用いたコンクリート版の維持修繕技術の合理化 日本道路（株）
同
太平洋セメント（株）

○藤井 洋志
弓木 宏之
岸良 竜

口頭

論文

アスファルト舗装の材料劣化と構造劣化の相互作用に 日本大学
関する基礎検討
同
（国研）土木研究所

○陳 安寧
加納 陽輔
新田 弘之

口頭

論文

初期ひび割れ率ごとに整理した損傷進行速度と表面処 （国研）土木研究所
理工法の効果
同
（一社）日本アスファルト乳剤協会

○佐々木 厳
新田 弘之
永原 篤

口頭

論文

カルシウムアルミネート系緊急補修材のコンクリート 鹿島道路（株）
舗装局所損傷への適用性検討
同
同

○好見 一馬
横田 慎也
五傅木 一

口頭

論文

再生アスファルト混合物評価方法としてのカンタブロ （国研）土木研究所
損失率と圧裂強度比の関係
同
同

○川上 篤史
掛札 さくら
藪 雅行

口頭

事例報告

都道における小規模舗装への常温混合物の適用事例

○田村 祐二
峰岸 順一
片田 一郎

口頭

事例報告

口頭

論文

コンクリート床版用橋面舗装における高浸透型防水材 （株）NIPPO
および改質グースの適用検討
（国研）土木研究所

○菊池 玲児
川上 篤史

口頭

論文

再生アスファルト混合物の新たな評価方法に関する研 （株）NIPPO
究
（国研）土木研究所
北海道科学大学

○末原 俊史
川上 篤史
亀山 修一

ポスター

論文

I oT・ICT 技術を用いた舗装管理業務のスマート化
― KSSL 舗装統合管理アプリの開発・適用 ―

鹿島道路（株）
同
同

○渋谷 武彦
下田 博文
桑田 直人

ポスター

論文

遮熱性舗装の部分補修材の開発

前田道路（株）
同
同

○福山 菜美
清水 泰成
村田 純

口頭

論文

口頭

論文

FTI R によるアスファルトの劣化指標の算出方法に関す （国研）土木研究所
る一検討
同
同

○掛札 さくら
川上 篤史
藪 雅行

口頭

論文

カーボンニュートラルの実現に向けた太陽光発電舗装 （株）NIPPO
の実証試験
トヨタ自動車（株）
（株）NIPPO

○平田 茉安里
鈴木 一省
太田 勝也

口頭

論文

高耐久性混合物の施工性向上に関する検討

鹿島道路（株）
同
同

○樋渡 竜太
岩永 真和
林 信也

口頭

事例報告

重交通橋面舗装の流動対策に用いた特殊改質アスファ ニチレキ（株）
ルト混合物の適用事例
同

○岡本 拓也
田口 克也

施工性を改善した貼付け型路面補修材の性能評価

○冨田 凌平
岩永 真和
篠塚 政則

2022.2

都市型プラントへの蓄熱式脱臭炉の導入事例

舗装の層間接着状態がたわみや内部ひずみに及ぼす影
響に関する試験結果

（国研）土木研究所
同
同

氏名
○唐木 健次
木澤 愼一
岡島 穂高

口頭

ポスター 事例報告
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所属

ひび割れ抵抗性に優れた特殊改質アスファルト混合物 大成ロテック（株）
同
事例報告 の長期供用性
同

ニチレキ（株）
（公財）東京都道路整備保全公社
MR2 工法協会
前田道路（株）
同
同

国土交通省国土技術政策総合研究所
東京農業大学
（国研）土木研究所

鹿島道路（株）
同
同

○綾部 孝之
寺田 剛
藪 雅行

○上原 研二
町田 隆
山下 晋仁

○若林 由弥
川名 太
永塚 竜也

【建設・施工技術（土工）部門】
区分

優
秀
賞

奨
励
賞

タイトル

口頭

論文

口頭

論文

口頭

論文

口頭

論文

口頭

浸透水排除対策の効果検証手法に関する検討

LPWAを活用した土中水分から斜面の健全性を評価す
る手法

所属
（株）高速道路総合技術研究所
同
同
大阪大学
西日本高速道路（株）
同

氏名
○平井 健太
日下 寛彦
中島 康介
○小泉 圭吾
星野 弘明
藤原 優

異なる石灰系固化材を用いた改良土の強度発現性と固 益村測量設計（株）
化材の評価
（株）高速道路総合技術研究所
益村測量設計（株）

○佐藤 克哉
安部 哲生
益村 公人

I CTをフル活用した工事管理の効率化・高度化

○池田 昇平
藏重 幹夫
中村 洋丈

頭部排土に伴うグラウンドアンカー緊張力の低下とそ
事例報告 の対策

清水建設（株）
同
中日本高速道路（株）

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋（株） ○岡戸 宏徳
同
山崎 充
中日本高速道路（株）
岡田 和弘

【建設・施工技術（橋梁）部門】
区分

優
秀
賞

タイトル

口頭

論文

口頭

論文

口頭

論文

口頭

論文

ポスター 事例報告

奨
励
賞

口頭

論文

口頭

論文

所属

氏名

マルチスケール統合解析による床版土砂化進展予測と 東京大学
維持管理活用
同
同

○高橋 佑弥
古川 智也
石田 哲也

熱履歴を受けた合成桁橋の合成挙動に関する解析的
研究

○野上 雄暉
大山 理
今川 雄亮

大阪工業大学
同
同

A Eセンシングによる RC 床版内在損傷および土砂化 （株）東芝
の検出
同
京都大学大学院

○高峯 英文
渡部 一雄
奥出 信博

海浜環境における腐食鋼材の特性評価

（国研）土木研究所
同

○関島 竜太
冨山 禎仁

GNSS 測位技術を用いた橋梁の損傷検知

（一財）首都高速道路技術センター
首都高速道路（株）
坂田電機（株）

○張 広鋒
松原 拓朗
須賀原 慶久

単体加速度センサを用いた交通荷重評価法

東京工業大学
同
同

○芦澤 那南
竹谷 晃一
佐々木 栄一

施工後約 15 年が経過した SFRC 舗装の耐久性の追跡 （国研）土木研究所
調査
同
同

○篠田 隆作
上仙 靖
大西 孝典

【建設・施工技術（トンネル）部門】
区分
優
秀
賞
奨
励
賞

タイトル

口頭

事例報告

口頭

事例報告

口頭

事例報告

所属

氏名

水窪佐久間道路における地質リスク検討

サンコーコンサルタント（株）
国土交通省浜松河川国道事務所
サンコーコンサルタント（株）

○赤嶺 辰之介
松尾 賢二
伏木 治

トンネル路面下空洞の発生メカニズム解明と対策検討

応用地質（株）
同
同

○莖澤 絵理架
佐藤 元紀
大塚 弘貴

開削トンネルにおける頂版および底版から漏水補修事例 首都高速道路（株）
同

○笹森 哲洋
松下 大輔
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