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1.  はじめに 
 
わが国が抱える膨大な土木施設の中には老朽化によ

る劣化が進んだものも少なくなく、その補修･補強等に

要する費用は新規建設に比べ増加する傾向にある。一

方で公共投資は縮減される方向にあり、限られた予算

制約の中で補修･補強等の対策を効率的かつ合理的に実

施することが求められている。 
しかしながら、およそ半世紀にわたる順調な経済成

長を経てきた我が国では、経済拡大を前提とした土木

施設への新規建設投資が永らくの常態となっており、

既にストックとして蓄積された土木施設の緊縮財政下

での維持管理についてはいまだ十分な経験がなく、維

持管理戦略を効率的かつ合理的に立案する手法も開発

段階にあると言える。このような背景を踏まえ、本論

では土木施設の補修・補強計画を効率的かつ合理的に

立案するための方法論を提案するとともに、その方法

論を実際の計画立案の現場に適用するために不可欠と

なるシステム開発について紹介する。 
本論で提案する方法には以下の三つの特徴がある。

一つ目は、多くの土木施設に共通する特徴に着目し、

統一的な手法の確立を目標としたことである。土木施

設と呼ばれるものには、電気、ガス、水道などのライ

フライン施設や、道路、鉄道などの交通施設など多種

多様な施設があり、個々の施設にはそれぞれの特性に

合わせた補修･補強対策を立案することが重要であるが、

一方で、透明性と効率性確保の観点からは統一的な視

点で戦略立案の枠組を構築することも有効である。こ

のような観点から、多くの土木施設に共通する特徴に

着目し、統一的で汎用的な補修･補強戦略立案の方法論

の構築を目標とした。 
二つ目の特徴は、計画立案手法に将来の不確実性を

明示的に取り入れたことである。一般に土木施設は自

然現象に起因する不確定な外力や複雑な環境条件にさ

らされるため、合理的な長期戦略を立案するためには

こうした不確実性を適切に考慮することが必要となる。

従来の土木施設の設計においては、このような不確実

性を含む危険要因を“安全率”という形で見込むこと

により安全裕度を確保していた。しかしながら安全率

の考え方においては万一安全裕度を越える事象が生じ

た場合にはそれを説明する概念的基盤はなく、現実的

には対症療法的に処置を行うほか術がない。近年、こ

のような事前の想定を越える事象への対応を計画段階

から明示的に示すことの必要性が各方面で唱えられて

おり、本論においては、このような将来の不確実性を

“リスク”として明示的に考慮することにより補修･補

強戦略立案過程に盛り込むことを提案する。 
三つ目の特徴は、上記の補修・補強戦略立案手法を

システム化したことである。土木施設の維持管理にお

いては、多数の施設について、外力の条件、環境条件

や劣化の度合いなど多岐にわたる情報を収集すると共

に、それらにもとづいて合理的に 適案が選択されね

ばならない。さらに、実際の意思決定の場面では、こ

うした大量の情報を短時間で処理し、有用な分析結果

を迅速に抽出する必要があり、そのためにはコンピュ

ータを効果的に運用したシステム開発が不可欠である。

当社ではこのようなシステム開発を行ってきており、

本論では、計画立案プロセスに必要な計算モジュール

を統合化した補修・補強戦略評価システムの概要を紹

介する。 
以下、2 章では補修･補強戦略立案の立場から見た土

木施設に共通する特徴について述べるとともに、その

特性に適した大きく 2 種類のアプローチを示す。また
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3 章および 4 章においては、2 章に従って分類した 2 種

類のアプローチにおいて用いられる数理的手法を示す。

5 章においては、これらの手法を用いた補修･補強戦略

立案のプロセスおよびリスクの考え方を示し、6 章に

おいてはシステム開発の概要を示す。 後に、7 章に

おいて今後の課題を示す。 
 

2.  補修･補強戦略立案におけるアプローチ 
 
土木施設には多種多様なものが存在するが、筆者ら

は補修･補強を計画する立場からは大きく 2 種類のアプ

ローチが必要と考えている。すなわち①将来に発生し

うる不確実な自然外力に着目したアプローチ、および

②時間の進行と共に生じる不確実な経年劣化に着目し

たアプローチの 2 つである。こうした 2 種類のアプロ

ーチを概念的に表すと、図 1、図 2のように表現でき

る。 
図 1は将来の不確実な自然外力を考慮する必要があ

る場合（以下、超過外力型アプローチと呼ぶ）である。

本アプローチでは、対象とする外力の不確実性が大き

く、将来の維持補修計画に与える影響が大きい構造物

を対象とする。 
一般に土木施設は供用期間中に発生する自然現象に

起因する外力（例えば地震や洪水など）に対して十分

な安全性を持つことが要求されるが、こうした外力を

事前に完全に予測することは困難である。また、構造

物の耐力も材料の不均一性に起因する不確実性があり

厳密には事前に予測することは困難である。従来の設

計では、安全率の考え方を用いて外力が構造物の耐力

を超える確率が十分小さくなるよう配慮するが、安全

率の考え方では外力が耐力を超えた場合の影響は評価

できない。そこで本論では外力と耐力の両者を確率変

量として取り扱い、外力が耐力を超える確率やその影

響を明確に表現するようにする。 
また一方、図 2は主に構造物の経年劣化が問題とな

る場合（以下、性能低下型アプローチと呼ぶ）である。

本アプローチでは、構造物の劣化が将来の維持補修計

画に与える影響が大きい構造物を対象とする。 
劣化が問題となる構造物の性能は、初期性能を起点

として経時的に徐々に低下すると想定されるが、劣化

のメカニズムや劣化要因の環境条件を十分把握出来な

い場合には将来の性能を正確に予測することは困難で

ある。そこで本論では将来の性能を確率変量として表

現し、劣化過程を確率過程（マルコフ過程）でモデル

化する。これにより、いずれ将来のある時点で性能が 
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図 1 外力（要求性能）と耐力（保有性能）の関係 

Fig.1 Relationship of demand and capacity 
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図 2 構造物の性能低下の概念図 

Fig.2 Concept of time degaradation of facilities 
 
閾値（維持すべき性能）を下回り対策が必要となる時

期や、対策の種類、規模などを不確実性を含めて明確

に表現できる。 
筆者らは、これら二つの特徴は多くの土木施設に共

通する特徴であり、これらを汎用的な数理モデルで表

現できれば多様な土木施設の補修･補強戦略立案に利用

することが可能と考えている。本論では、前者の超過

外力型アプローチにおいてはハザード-フラジリティモ

デルを用い、後者の性能低下型アプローチではマルコ

フ劣化モデルを用いる。以下、3 章および 4 章でハザ

ード-フラジリティモデルおよびマルコフ劣化モデルの

詳細をそれぞれ示す。 
 

3.  超過外力型アプローチのモデル 
 

超過外力型アプローチのモデルとして、ハザード-フ
ラジリティモデルを用いる。これは、自然外力の不確

実性をハザードモデル、自然外力に対する構造物の耐

力をフラジリティモデルとして表すものであり、その
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初出はCornellが提案した地震外力の評価モデル1), 2)にさ

かのぼる。 
ハザードモデルにおいては、自然外力の発生を定常

ポアッソン過程として表現することが多い。すなわち、

レベルα以上の自然外力が到着率λ(α)を持つ定常ポアッ

ソン過程に従って生起するとする。この場合に、時刻 t
までにレベルα以上の自然外力が少なくとも 1 回生起す

る確率（超過確率）は以下のように求められる。 
 

 ( ) ( )( ttP ⋅−−= )αλα exp1,  (1) 

 
本式を用いて、レベルαとレベルα以上の自然外力の

年超過確率の関係を示したものがハザード曲線と呼ば

れるものである。もともとは地震外力の表現方法とし

て導入されたが（図 3）、その他大規模降雨や洪水など

他の自然外力にも幅広く応用されている。 
自然外力の中には、複数の特性値によりその規模を

表現することが有効な場合もあり、そのような場合に

は多次元ハザード曲線を導入することも可能である。 
多次元ハザードモデルを導入する必要性の高い事象と

しては降雨が挙げられる。斜面崩壊の要因として降雨

を考えた場合、短時間で発生する集中豪雨と、時間あ

たりでは少雨であるが長時間継続することにより総雨

量が大きくなる長雨とで、斜面の崩壊パターンに与え

る影響が異なることが知られているためである。筆者

らはこれまでに、単位時間あたりの雨量強度である時

間雨量と降雨継続時間全体にわたって累積される連続

雨量の両者を特性値として用い、降雨現象に対して 2
次元降雨ハザードを適用する検討を行ってきている。

図 4に、多次元ハザードの例として 2 次元降雨ハザー

ドを示す。 
自然外力の不確実性に対して、自然外力にさらされ

る構造物の応答も確率的に表現せざるを得ない場合が

ある。例えば、斜面の地すべりに対する強度は地質構

造、地盤定数や地下水位の状態により依存し、それら

を全て正確に把握することは出来ないため、確率論的

に表現せざるを得ない。このような構造物の耐力を確

率的に表現するモデルがフラジリティモデルである。

フラジリティは、レベルαのハザードに対する構造物の

損傷確率として表現され、実際の構造物に対しては、

過去の実測データや、数値解析的な手法を用いて求め

られるものである。 
フラジリティが求められると、あるハザード曲線で

表現される自然外力に対して、構造物が損傷を受ける

確率を求めることが出来る。(1)式は、レベルα以上の 
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図 3 地震ハザード曲線の例 
Fig.3 An example of seismic hazard curve 
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図 4 2 次元降雨ハザードの例 
Fig.4 An example of two dimensional hazard curve 

 
自然外力が少なくとも 1 回以上生起する確率すなわち

超過確率を表すので、レベルαの自然外力の発生確率密

度 q(α)とは以下のような関係がある。 
 

 ( ) ∫
αα 0 )(1 dXXqP =−  (2) 

 
すなわち 

 

 
α
αα

∂
∂

−=
)()( Pq  (3) 

 
したがって、フラジリティ f(α)を持つ構造物が崩壊

する確率は以下のように表される。 

 
( ) ( ) αα
α
α dfPPdamage ⎮⌡

⌠
∂

∂
−=

∞

0
 (4) 
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このように、自然外力のハザードと構造物のフラジ

リティを決定できれば、構造物が損傷する確率を求め

ることが出来る。また、構造物の損傷確率に、構造物

が損傷した場合に発生しうる損害の大きさを乗ずれば、

工学的リスクを得ることができる。 
 

4.  性能低下型構造物のモデル化 
 
性能低下型アプローチにおいて、モデル化の方針と

して以下の二つがあると考えられる。 
①構造物の性能低下過程の詳細な物理化学メカニズ

ムを数理モデルで表現する方針 
②構造物の性能指標を設定し、その数値の時間的変

化を現象論的に表現する方針 
理想的には全ての事象が①の方針により説明できる

ことが望ましい。しかしながら、現実の意思決定の場

面では、対象となる事象の詳細なメカニズムが不明で

あるにも関わらず、何らかの合理的な解答を求められ

る場合も少なくない。筆者らの立場は、多くの土木施

設に汎用的に使用できる方法論の構築を目指すもので

あり、本論では②の方針を採用するものとし、その考

え方を以下に示す。 
構造物の性能低下過程を表現する代表的な手法とし

てマルコフ過程が良く用いられる3), 4)。マルコフ過程は、

システムが現在の状態から次の状態に変化する際に、

その推移確率が現在の状態のみに依存するとして定式

化される確率過程である。 
今、ある時点nにおける状態（性能）がXnと表される

とする。このとき、マルコフ過程では時点n-1 での状態

Xn-1=iから時点nの状態Xn=jへ推移する確率pijは、時点

n-1 のみに依存すると仮定する。すなわち 
 

  (5) { iXjXPp nnij === −1| }
 
と定義される。今、対象となる構造物の状態（性能）

をKランクに分けるとすれば、確率pijはK×Kの行列で

表され、下式のように表される。 
 

  (6) 
⎟
⎟
⎟
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⎛
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これは推移確率行列と呼ばれる。 
ここで、構造物の初期状態をq=（q1, q2, ･･･, qK）、

とすれば、時点nにおける構造物の状態qnは次式のよう

に表現される。 
 

  (7) 
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従って、推移確率行列が分かれば、構造物の将来の状

態を確率的に表現することが出来る。 
筆者らはコンクリート構造物の経年劣化に対しマル

コフ劣化モデルを適用し検討を行ってきている5), 6)。そ

こでは、劣化パターンに適合する推移確率行列を定義

し経年劣化をモデル化する。図 5、図 6には推移確率

行列が一定となる斉時マルコフ過程による状態遷移と、

推移確率が時間的に変化する非斉時マルコフ過程によ

る状態遷移の計算例を示す。R1～Dはコンクリートの

健全度ランクを、R0 は防食ライニングの健全度ランク

を示している。図 5は、防食ライニングを施さない比

較的緩やかな劣化環境にあるコンクリートを模擬して

いる。図 5では、コンクリートの推移確率行列が変化

しないものと仮定して計算を行っており、各健全度に 
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図 5 斉時マルコフ劣化の例 
Fig.5 Time-homogeneous Markov degradation 
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図 6 非斉時マルコフ劣化の例 

Fig.6 Time-inhomogeneous Markov degradation 
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あるコンクリートが一定の指数関数に従って劣化して

いく様子が表現されている。一方、図 6は強腐食環境

にあり防食ライニングを施したコンクリートを想定し

ている。この条件では、防食ライニング（R0 ランク）

に 10 年程度の寿命を考慮しているため、10 年程度経

過した段階で防食ライニングが急速に劣化し、R0 ラン

クの存在比が急激に減少する挙動が表現されている。 
なお、マルコフ劣化モデルにおいては、補修･補強に

よる状態の改善効果を表現することも可能であり、ま

た、それに伴うコストの算定も可能である。さらに、

健全度ランクの低下した状態に対しリスク事象を想定

し、発生確率とその損失を設定することにより、工学

的リスクと対応付けることも可能である。 
 

5.  補修･補強戦略評価プロセス 
 

3 章および 4 章では、超過外力型アプローチおよび

性能低下型アプローチのモデル化手法を示した。これ

らのモデルは任意の時点での構造物の状態や自然外力

の大きさを表現するものであり、その結果から将来に

発生するコストやリスクを直接評価することが出来る。

本章ではこうした情報をもとに実施する戦略評価の手

順を示す。 
図 7は戦略評価の各ステップと各段階で必要となる

数理的手法を示したものである。具体的な 適戦略評

価は、①代替案の設定（無対策を含む）、②各代替案に

対応した構造物の状態のモデル化、③各代替案に対応

した影響と損失のモデル化（例えばイベントツリー）、

④代替案比較のための評価指標の算出（例えば損失期

待値）、⑤評価指標をもとにした 適代替案の選択およ

び代替案の 適化、という手順で実施する。 
前章で示したハザード-フラジリティモデルやマルコ

フ劣化モデルは、自然外力や構造物の状態を直接表現

するものであるため、③において必要な対策や補修な

どのコストを構造物毎に具体的に算定できる。また④

の評価指標の算出においては、確率論的表現を導入し

たことにより、自然外力や施設の状態から確定的に算

定できるコストに加え、不確定事象に起因するコスト

をリスクとして評価指標に含むことが出来る。 
評価プロセスの 終ステップとなる 適代替案の選

択基準を概念的に表すと図 8のようになる。ここでは、

単に補修･補強や点検に要する費用（コスト）だけでは

なく、不確定な要因によりもたらされる費用もリスク

として考慮して、コストとリスクの両者を判断材料と

していることが重要である。すなわち、コストとリス 
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図 7 適戦略評価のプロセス 

Fig.7 Optimizing process of strategic maintenance planning 
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図 8 トータルコストの概念図 

Fig.8 Conceptual figure of total cost 
 

クの和であるトータルコストを 小化するものを 適

案とすることにより、コストとリスクのトレードオフ

を考慮した 適代替案の選択が可能となるのである。 
 

6.  補修･補強戦略評価システムの開発 
 

前章までに、構造物の状態のモデル化からその影響

の整理および 適代替案選択にいたる一連の計算過程

を示した。こうした計算は多量な情報を扱うためしば

しば煩雑なものとなるが、現実の意思決定の場面では、

これらの情報が迅速に提供されることが必要であり、

また、多面的な情報分析も短時間で行うことが要求さ 
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図 9 補修・補強戦略評価システムの初期画面 

Fig.9 Top view of maintenance management system 

 

図 10 補修・補強戦略評価システムによる LCC 試算例 
Fig.10 An example of LCC calculation by maintenance 
management system 
 
れる。こうした要求に応えるためには、柔軟なインタ

ーフェースを備えたコンピュータプログラムの開発が

不可欠である。 
当社ではこうした観点から、超過外力型および性能

低下型の双方の構造物を対象とした補修・補強戦略評

価を行えるシステムを開発している（図 9）。 
本システムには、前章で示した一連の計算プロセス

を一体的に実施するためのモジュール群が組み込まれ、

外力や構造物に関する情報や補修・補強戦略の比較代

替案を入力すると、将来の構造物の状態を評価すると

ともに代替案に対応したリスクやLCCの時間的変化を

計算し 適案選択を行うことが出来るものとなってい

る（図 10）。また、 適案検討の過程で必要となる

種々の要因分析機能や代替案 適化機能なども付加さ

れている点が特徴である。なお、本システムは一般の

土木施設に幅広く適用可能なシステムとして設計して

いるため、種々の構造物の特性あるいは意思決定問題

の種類に合わせた若干のカスタマイズを行うことによ

り、多様な施設の多様な意思決定問題に適用すること

が出来る極めて汎用的なツールとなっている。筆者ら

は、これまでに幾つかの土木施設に対して本システム

を用いた試験的検討を行い、その有効性を確認してき

ているが、今後も実施検討を行いながらその適用範囲

の拡大を行っていく予定である。 
 

7.  今後の課題 
 
これまでの検討の中で、土木施設の補修･補強戦略立

案のための基本的な方法論を構築し、その手法を実用

化展開するためにシステム開発を行ってきた。本シス

テムにより、補修･補強戦略立案に資する基本的枠組は

提供されるが、それに加えて今後はより戦略性の高い

計画立案に対応した機能の高度化を図る予定である。 
具体的な今後の検討課題としては、①実測データを

用いたモデル更新機能、②構造物単体ではなく複数構

造物群を対象としたシステムとしての評価機能（ネッ

トワーク性など）、③詳細な物理化学モデルと本論で示

した汎用モデルを統合したハイブリッド化などの拡張

を予定している。 
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