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四国のコンクリート構造物の 

アセットマネジメントに関する講習会 
 

日時：平成２２年２月１５日（月）１３：２０～１７：００ 

場所：愛媛大学総合情報メディアセンター メディアホール 

主催:（社）日本コンクリート工学協会四国支部 

共催:（社）土木学会四国支部愛媛地区、愛媛大学工学部環境建設工学科、四国コンクリート技術懇談会 

概要: 

・開会挨拶               日本コンクリート工学協会四国支部幹事 氏家勲 

・アセットマネジメントの概要      京都大学大学院工学研究科 大津宏康 

・四国における取り組み事例 

四国旅客鉄道株式会社の取り組み  四国旅客鉄道株式会社 宇野匡和 

愛媛県の取り組み         愛媛県土木部 道路維持課 高橋節哉 

・アセットマネジメントの今後の課題   フジタ建設コンサルタント 郡政人 

・社会基盤施設の維持管理の課題     ティーネットジャパン 牛島栄 

・閉会の挨拶              日本コンクリート工学協会四国支部幹事 氏家勲 

 

 13:20～13:25 開会挨拶 日本コンクリート工学協会四国支部幹事 氏家勲            

・劣化の仕方は四国特有の部分がある。組織ごとに、維持管理の基本は異なる。ＪＲは止めたらいか

ん。なので劣化の早い段階での対応となる。 

・アセットマネジメントの概要を、大津先生から。 

・アセットマネジメントは、基本的な考え方があり、委員会の報告書に詳しくまとめられている。 

・四国支部の取り組みとして、ＪＲ四国、愛媛県の取り組みを。 

・課題について、フジタ建設、ティーネットジャオアンより紹介いただく。 

 

 13:25～14:30 アセットマネジメントの概要 京都大学大学院工学研究科 大津宏康        

・40p 「コンクリート構造物のアセットマネジメント研究委員会」の委員会報告書より引用。 

・外回りのアセットマネジメントとは何か、どう使えるかを話す。 

 

＜３．アセットマネジメントの概要＞ 

○アセット 資産 

・預金とか、株式、証券などの投資資産を総合的に管理する意味で用いられることが一般的。ほぼ９

０％ 

・建設関係で使われているのは１０％ほど。 
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・この考えはどこから出てきたか。世界銀行から出てきた。 

・企画、調査、設計、施工、維持管理 のうち、維持補修計画を含めた建設事業全般を見据えた道路

建設計画の位置づけ。援助の失敗例の反省から、そこまで計画していないと、援助しないと言い始

めた。 

・途上国において建設された道路の維持補修の失敗例：アフリカ、チリ 

①道路整備自体はＯＤＡで実施されるのに対して、維持管理費は途上国の国内予算によって賄

われるため、事後補修が必ずしも実施されなかった。 

②道路の維持補修に関して、労働集約型の点検員はいるが、その点結果に基づき補修について

計画立案・意志決定すべき技術者が確保されていない。 

・建設への融資段階での維持補修計画を含めた建設事業のＦ／Ｓの義務化。 

 

○アセットマネジメントの定義 

・短期及び長期にわたって、その構造物を維持することにとって、健全なビジネス感覚と経済原理に

基づく・・・ 

 

○アセットマネジメントを考える上で 

劣等生：更正させるには、すぐに手を打たなければまずい・・・点検、修繕 

劣等生予備群：今は大丈夫そうだが、ほっとくと確実に危なくなる奴・・・アセットマネジメント 

 

○アセットマネジメントの点検・修繕 

劣等生：緊急補修、事後補修 突発的な補修費の出現 

劣等生予備群：維持補修予算の平準化 

 

○構造物マネジメントでの必要検討要件 

a)構造物の性能、機能水準の現在状態の規定 

b)構造物の性能低下に対する将来の状態の予測 

c)小僧物の性能低下過程のモニタリング 

d)費用対効果の評価を含めた適切な箇所およびタイミングでの維持・補修・更新のルール化 

 

○アセットマネジメントの導入が必要となる社会情勢 

・道路延長の９割は市町村道。 

・建設後５０年を越える構造物（橋梁、トンネル）の急増。 

・建築３０年を越えている建築物は２０％を越えており、国よりも１０年早い１０年後には５０％を

越える。 
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○今後のインフラ施設、建築物の維持補修に関する提言 

 

＜４．アセットマネジメントにおける確率数理モデル＞ 

○プロジェクトの実行に関する意志決定 

・ＫＫＤモデル 経験、感、度胸 

・論理モデル 成功体験を論理的、より一般的な場への体系化（ジェネリック：一般化） 

 

○アセットマネジメントのフローチャート 

・点検、劣化予測、性能照査、ＬＬＣ評価、予算化 技術者の視点 管理者の視点は逆 

 

○マクロ的視点＆ミクロ的視点からの検討 

・グランドアンカーの維持補修の例 

・目視点検結果に基づき６段階に区分 

・目視点検結果の精度（鋼棒タイプ） 

５１．６％ 目視点検の異常に対する実際の欠損有りの比率。 

 

○マルコフ過程に基づくモデル化 

課題：一定でない「点検間隔」および「点検本数」 

・不規則な点検結果に対する数値モデル化。 

・グランドアンカーの補修戦略 

 戦略Ⅰ 事後補修 あるレベルに達すると打ち換える 

 戦略Ⅱ 予防保全 あるレベルで補修し、そのレベルを維持、長持ちさせる 

 

路線Ａ 劣化の速度が速いので予防保全の方がＬＬＣが安くなる 

路線Ｃ 劣化の速度が遅いので予防保全の方がＬＬＣがかかる １５年ほっておくのが一番

安い。 

保全は路線Ａを優先すべきことがＬＬＣから判断できる。 

 

○アセットマネジメントに対する維持管理機関の取り組み事例 

 

○産官学の取り組み例 

・土木学会 

・新都市社会技術融合創造研究会「 

・ 

・ 
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○官民の役割（官民のパートナーシップ） 

・作った以上は、インフラのお守りをしなければいけない。 

・安全で安心な公共サービスの提供 ・・・大学、市民も巻き込んだ取り組みが必要 

 

＜６．アセットマネジメントを取り巻く各業界の状況＞ 

・不動産アセットマネジメント 

 

○終わりに 

１）アセットマネジメントの導入が必要となる社会情勢 

２）意志決定のための指標 

３）アセットマネジメントにおける確率数理モデル 

４）建設業界の関わり 

５）アセットマネジメントをとりまく各業界の関わり 

・ヨーロッパは人がいない、人件費が高いので、ＩＴを使って、センターで判断をする。 

・ベトナムは人件費が安い。なので、地方の道路の維持補修を行うということで金をばらまいている。 

・日本はどうするか、変わっていくべき。 

・維持補修というマーケットを通じて・・・ 

 

＜ 質疑 ＞ 

Ｑ：金がなく、「補修をしなければ、５年後には橋梁はこうなる」とか、「これでいいのか」と脅さなけ

ればいけない。また、多くの構造物はそれぞれ施工にもバラツキがあり、時間軸だけで議論できな

い。そんなところで、どう対処していけばいいのか、光明が見えてきているといったようなことは

ないか。 

Ａ： 

・マクロ的視点からの検討： 

 焦点：どのルートを守るのか、ならどこをどうするのか 政策的な判断が必要 

・ミクロ的視点からの検討： 

 技術者はすべてを守りたいと考える 

 

Ｑ：早く市民にお知らせをして、じゃあどうするという視点が必要ではないか。 

Ａ：会計的な損失だけではなく、使えないことによる損失、燃費損失など、様々な利用者への損失を前

面に押し出していくことが大切と考えている。 

 

 14：40～15:30 四国における取り組み事例                           
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＜四国旅客鉄道株式会社の取り組み＞ 

○四国旅客鉄道株式会社 宇野匡和 

・鉄道構造物：経年が長い、維持管理の歴史が長い 

・ストック：約１６９億円 橋梁が  億円 

・鉄道輸送の最大の使命 → 列車の安全・安定輸送の確保 

 

○各維持管理手法の経済性 

・放置： 

・事後保全： 

・予防保全： 

・１カ所の損傷が、全線に影響を与え、すぐには迂回路を設けることが出来ない → 予防保全を主

体とした維持管理を行っている。 

 

○鉄道構造物の維持管理 

・検査：初回検査 

   ・全般検査 通常全般検査 ２年に１度 

         特別全般検査 １０年に１度 

   ・個別検査 全般検査で異常が確認された場合 

   ・随時検査 地震や洪水、橋脚の洗掘検査など 

・健全度判定区分 

   Ａ ＡＡ 

   Ａ１ 

   Ａ２ 

   Ｂ 

   Ｃ 

   Ｓ 

 

５．ＲＣ構造物の維持管理 

・コンクリートはく離、はく落の変状の増加 

・変状予測の例 

・断面修復では予算が多くかかるので、第三者被害を防止する意味から、はく落防止ネットで対応し

ている。 

 

＜愛媛県の取り組み＞ 

○愛媛県土木部 道路維持課 高橋節哉 



 - 6 -

・行政の立場からの橋梁の長寿命化計画の取り組みを紹介する。 

・２、７００橋 老朽化の目安を建設後５０年、１５８橋、全体の６％。 

・１０年後には５３１橋、２０％、２０年後にはⅠ、０４２橋、３９％に達する。 

・年間５００橋ほどずつ点検を行えば、５年で点検が終わる。緊急輸送道路の橋梁や交通量に応じて

選定し、優先的に点検、計画策定を実施。 

 

○計画見直しサイクル 

・点検結果を受け、また、技術開発、社会情勢の変化に柔軟に対応していく。 

 

○橋梁点検結果 

・５段階評価、 ｄ：５．２％  ｅ：５．８％ 

・部材ごとに判定し、最も健全度の低い部材を、その橋梁の健全度とする。 

 

○中期計画の方針 

・劣化予測の出来るものについては、ＬＬＣ最小となるタイミングで補修を行う。 

・部位別、橋梁別の重要度を考慮し、優先順位を計画する。 

 

○橋梁長寿命化修繕計画の効果 

・計画的、予防的な修繕等の実施をすることにより、事後保全的な従来の手法の１，５７０億円に比

べ、４１９億円と、１，１５１億円のコスト縮減が見込まれる。 

 

 15:40～16:10 アセットマネジメントの今後の課題                       

○フジタ建設コンサルタント 郡政人 

・道路橋を中心に、市町村に何らかの参考になればと、課題を整理してみた。 

ＬＣＣ型：ＬＬＣ最小化、コスト縮減 

ＰＰＢＳ型：施設間の予算配分 優先ルートなど 

ＮＰＭ型：投資の効率化・合理化 

 

○ＬＬＣ型のマネジメントのフローと課題 

・損傷度：健全度：性能？ 

・健全度の評価指標？ 

 

○健全度の評価に関する課題 

・簡素化：健全度等の精度が劣る 

・評価基準： 
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・ 

・目視点検の限界 

 点検の簡便化・合理化を図る。評価項目を少なくし、・・・ 

 

・損傷度：劣化の内容、程度 

・健全度の定義：安全性を重視 

 

○評価ランクと性能の関連イメージ 

・安全性、使用性、第三者への影響、景観 

・損傷ランクと健全度ランクは部材や損傷のタイプにより異なる。 

 

○点検調査の個人差など 

・近傍目視と遠望目視により、精度が異なる。 

・損傷区分や程度の評価の曖昧さ 点検者で意思統一、一人で全てを点検する一気通観が必要。 

 

○目視点検の限界 

・目視からの損傷度と塩化物イオン濃度は整合しない。自然伝違法、分極抵抗法などの併用が必要。 

 

○劣化曲線の課題 

・橋梁数が少ない → 理論式での補足 

 

○初期欠陥、周辺環境等による影響 

・グラフに書き特異なデータ、ふた山などがないか確認。 

 

○劣化曲線と管理水準の概念の課題 

・補修すると１００％回復するのか？ 損傷は１００％回復しても、性能は１００％回復するのか？ 

・補修後も同じ劣化曲線なのか？ 

・どの時期で補修しても同じ劣化曲線か？ 

・耐用年数は百年か、古い構造物でも百年持たせられるのか？ 

 

○性能低下による評価 

・健全度ではなく、性能で評価されるべき。 

・旧基準では耐震性や疲労などが異なり、初期欠損、劣化特性が違うといえる → 原形に補修する

のではなく、グレードアップが必要。 
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○耐震性能の取り組み 

 

○優先順位の評価 

・健全度と重要度で優先度が決められている。 

 

 16:10～17:00 社会基盤施設の維持管理の課題                         

○ティーネットジャパン 牛島栄 

 

○３つの制約 

①需要の制約（想定需要を下回り収支が悪化する） 

②資金の制約（財政の逼迫により従来の公的資金力は低下し、適切な予算配分と財政不足が常態化す

る） 

③担い手の制約（公共分野技術者の不足と技術伝承など要員および技術面での維持管理が困難とな

る） 

 

○アセットマネジメントの三つの視点 

①資金を管理する財政責任者として、 

②政策責任者として、維持管理予算を抑制しながら公共施設の機能を確保する事が大きな関心事 

③現場責任者として、限られたい維持管理予算の中で、所管する公共施設の安全性、機能性の確保が

関心事 

 

・インハウスエンジニアは公共事業のプロセスの中で技術的判断を行い良質で経済的なインフラ整備

事業を実施することに多大に貢献してきた。 

          ↓ 

・高度経済成長期に大量のインフラを整備するために、標準化やマニュアルの整備を進め、技術的判

断をしなくても建設事業を推進する 

 

○市町村における課題と対策 

・１８６０の市町村のうち、１４００ほどの市町村では、全く長寿命化修繕計画が作られていないの

が現実。 

①単年度予算の問題 

②技術力の育成の問題 

・１５ｍ以上の橋梁の５７％は市町村 １５ｍ未満の８７％は市町村が持っている。 

 

○社会資本アセットマネジメントコンソーシアム(AMCI) 
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・自治体の職員研修 

・アセティストとくしま（水口裕之徳島大学教授） 

 

○社会基盤施設の安全性と技術者責任（国家賠償法の瑕疵の視点から） ← 133pから 

 ・工学で考えられる設計や施工の問題の枠組み 

    相違 

 ・法律で規定されている枠組み 

 

違和感を感じる。 

 

○国家賠償法 

・２条「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったため他人に損害を生じたとき

は、国、又は地方自治体は、これを賠償する責に任ずる」 

・限界状態設計法 

・信頼性解析による設計基準法 → 経済的制約のもとにある荷重で、破壊することを許容す

る設計法 

・外力や抵抗力の不確実性 

・1条「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失に

よって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」 

 ２ 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その

公務員に対して求償権を有する。 ← 公務員個人に国や公共団体から損害賠償請求される 

・１条では、その要件として以下のものが必要とされる。 

①当該行為の主体が、国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員であること 

②公務員の職務行為であること 

③当該職務行為に違法性があること 

④公務員に故意又は過失があること 

⑤被害者に損害が生じていること 

⑥公務員の行為と損害の間に因果関係が存在すること 

・２条が適用され、国又は公共団体の責任が認められるためには、以下の要件が必要とされる。 

①公の営造物であること 

②公の営造物の設置・管理に瑕疵があること 

③損害が発生していること 

④公の営造物の設置・管理の瑕疵と損害との間に因果関係があること 

・１条は過失が要件、２条では過失を要件としていない。 
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○瑕疵に関する学説 客観説と主観説がある 

・客観説：瑕疵とは、営造物（公物）が備えるべき性質又は設備を欠くこと、すなわち、本来の安全

性を欠いている状態をいう。設置・管理の瑕疵とは、客観的に、営造物の安全性の欠如が、営造物

に内在する物的瑕疵、又は、営造物自体を設置し管理する行為によるかどうかによって決まるとさ

れている。 

・主観説：瑕疵とは、公の営造物を安全良好な状態に保つべき行為又は不作為義務を課されている管

理者が、この作為又は不作為義務に違反したかどうかによって決まるとされている。 

 

・不作為行為 何もしないでただ見ていた、本来やるべき行為をしていなかった 

 

・損害賠償は国家賠償法で国が行うが、不作為行為の道路管理者、個人に、国は訴求権を行使する。 

・予算がないから対応、補修が出来ない時には、安全確保のための行為をしなければ、不作為が問わ

れる。 

・危険性、予見可能性、回避可能性 

・技術者、管理者も、法律的な事柄についても熟知しておくことが必要になる。 

 

＜ 質疑 ＞ 

Ｑ：予算がなくて補修が出来ず、事故が起きた場合には誰が責を取るのか。 

Ａ：財政責任者の責です。現場管理者はとにかく、うえに情報をあげることです。 

Ｃ：阪神淡路の時の責が技術者にばかり向けられているが、財政当局の責を求めるよう誰か検討、研

究すべき。 

 

－ 以上 － 

 


