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1.  はじめに 
 
 わが国の社会資本は，戦後，特に昭和30 年代以降，

急速に整備され，戦災復興と高度経済成長を支えてき

た。一方で，社会資本ストック量の増大と経年劣化に

伴う老朽化の進展に伴い，近い将来，膨大な補修・更

新需要の発生が懸念されている。また，老朽化に起因

する事故等の発生による人的・経済的損失や，公共サ

ービスの突然の停止による社会的損失等に関するリス

クの顕在化の可能性が懸念されている。さらに，行政

に対する国民意識の変化や，実際の事故等の顕在化を

背景に，予算執行の効率性・透明性等に関する説明責

任を求める声も高まりつつある。一方，社会の成熟化

に伴い，予算は逼迫し，建設関連投資余力は減少する

傾向にあり，以前にも増して計画的・効率的な社会資

本ストックのマネジメント戦略が求められている。こ

のような背景の下，特に既存社会資本ストックの維持

管理の分野において，アセットマネジメントの必要性

が叫ばれ，アセットマネジメント導入へ向けた多くの

検討が様々な機関によりなされつつある。 

 アセットマネジメントの導入効果を現実のものとし

ていくためには，対象施設群に関する膨大な情報を効

率的に活用しつつ，政策決定に有用な多様な意思決定

支援情報を出力できるようなアセットマネジメントの

方法論の構築と支援システムの開発が不可欠である。

このような問題意識の下，著者らは，アセットマネジ

メント支援システムの方法論の構築と支援システムの

開発に長年にわたって取り組んできた。 

本稿では，これらの取り組みの中から，リスクを考

慮した確率論的時系列シミュレーション手法に基づき，

効率的なアセットマネジメントの実現に資する工学的

意思決定支援情報を提供するアセットマネジメントの

方法論と，その支援システムを紹介する。さらに，シ

ステム出力の具体例の提示を通じて，その有用性を示

す。なお，本稿で紹介する方法論は，既報「リスク

を考慮した土木施設の補修・補強戦略の方法論」1)に

記載されたリスクマネジメント手法のうち「性能低

下型アプローチ」に相当するものである。 

 以下，第 2 章で，本稿で提案する方法論の基本的考

え方を示すとともに，第 3 章で，方法論の全体像と方

法論を構成する個々の要素技術を概説する。続いて，

第 4 章で，本方法論に基づくアセットマネジメントシ

ステムの概要を示す。さらに第 5 章では，本システム

の主要な出力例を具体的に示す。 
 

2.  基本的考え方（方法論の特徴） 
 

 本稿で提案する方法論は，①施設の経年劣化に伴う

リスクを明示的に取り扱うものであること，②確率論

的時系列シミュレーション手法をベースとしたもので

あること，③多階層にわたるマネジメント戦略に関す

る工学的意思決定支援情報を提供するものであること，

等といった特徴を有している。以下，これら 3 点につ

いて概説する。 

2.1 リスクを考慮したアセットマネジメント手法 

 本稿では，経年劣化による損傷発生リスクを定量

的に取り扱う，リスクを考慮したアセットマネジメ

ント手法を提案する。リスクを考慮する意義を，主

要な 3 点に絞って，以下に列挙する。 

（1）対策工によるリスク軽減効果を評価するために 

 土木構造物は，地震等による自然災害や，経年劣

化の進展に伴う性能低下等といった各種のハザード

に晒されており，損傷発生の潜在的可能性を有して

いる。そして補修･補強等の対策は，損傷発生の可能
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性を低減させ，あるいは損傷発生時の様々な損失を

軽減するために実施される。ここで，損傷の発生は

不確実性に支配される確率事象であり，対策実施に

よる便益（損失軽減効果）は，本来リスク軽減効果

として確率論的に計量化されるべき性質のものであ

る。通常の LCC 評価では，対策工による便益は，単

にライフサイクルに要する総コスト（あるいは増分

コスト）の縮減額として計測される場合が多いが，

確率的にしか評価できない本来の便益（損失軽減効

果）を経済評価に取り込むために，リスクの概念は

不可欠である。 

（2）施設の重要度を経済評価に取り込むために 

 複数施設間の対策優先順位を検討する際には，施

設の損傷度と重要度とにどのような重みを付けて総

合評価するかが課題となる。リスクの概念の導入に

より，施設の損傷度は損傷発生確率に，重要度は損

傷発生時の条件付き損害額に，それぞれ取り込まれ

ることになり，施設の損傷度と重要度を合せて，リ

スクという一元化された指標で評価することが可能

となる。 

（3）異種構造物の包括的な取扱いのために 

 例えば道路施設を例に取ると，アセットマネジメ

ントの対象エリア内には，橋梁･トンネル･土構造物,

等といった，様々な種類の構造物が存在している。

この場合，例えば，地震･豪雨等といった少頻度大被

害型のハザードが支配的な構造物（土構造物等）と，

経年劣化による損傷等といった多頻度小被害型のハ

ザードが支配的な構造物（充分な耐震性能を有する

橋梁等）との間の対策優先順位をどのように検討す

るかが課題となる。リスクを考慮することにより，リ

スク（損失期待値）という一元化された尺度の下で，

両者を同じ土俵に乗せて論ずることが可能となり，対

象エリア内の異種構造物群を網羅したアセットマネジ

メントへの拡張の可能性も開ける。 

2.2 確率論的時系列シミュレーション手法 

アセットマネジメントのベースとなる状態追跡の手

法は，①確定論的手法と②確率論的手法に大別できる。

本稿で提案する方法論は，劣化過程の不確実性や損傷

発生確率を考慮した確率論的手法を基礎としたもので

ある。 

確率論的手法は，さらに，①状態遷移やコスト･リス

ク等の発生を時系列シミュレーションにより追跡する

手法 2)～5）と，②長期定常解の理論解の導出に基づく純

解析的手法 6）～7）とに大別できる。本稿では，実務への

適用性，操作･理解の容易性を重視した時系列シミュレ

ーション手法に基づくアセットマネジメントの方法論

について述べる。なお，後者の方法については，別の

機会に改めて紹介したい。 

2.3 多階層にわたるマネジメント戦略の工学的検討手

法 

アセットマネジメントには，本来，①個々の施設の

適点検･補修政策に関する情報（e.g.どのような点

検・補修戦略代替案が LCC を 小化するか？），②予算

制約下での対策優先順位に関する情報（e.g.個々の施

設の 適政策をどのような順序で実施するのが も効

率的か？），③全施設を持続的に運営・管理するための

予算規模に関する情報（e.g.施設全体を適正に管理し

ていくためには，どの程度の年間予算額が必要か？），

等といった多階層的な意思決定支援情報の提供が求め

られる。 

 しかしながら，現状における一般的なアセットマネ

ジメント手法は，個々の施設のライフサイクルコスト

の算定とその集計情報の作成にとどまっているケース

が多い。また，施設群のマネジメント問題を検討する

場合においても，予め設定された予算制約の下，予め

設定された予算配分ルールに基づき全体計画が作成さ

れるケースが多い。このような手法は，簡便に全体計

画を作成できるという利点はあるものの，施設全体を

対象とした有効なマネジメント戦略を検討することが

できない。 

 本稿で紹介する方法論は，個々の施設レベル（e.g.

施設ごとの 適点検・補修政策の検討）から施設全体

のマネジメントレベル（e.g.施設全体を対象とした予

算案の検討）まで，多階層の意思決定問題を一体とし

て検討し，費用便益比等といった経済指標に基づいて，

恣意的判断を交えずに工学的に評価情報を作成するも

のである。 

 

3. 方法論の概要 

 

3.1 方法論の全体像 

 本稿で提案する方法論は，筆者らが様々な土木構造

物の点検・補修戦略の検討に用いている確率論的時系

列シミュレーション手法に基づくものである。以下，

本節では，方法論の全体像について概説し，次節で本

方法論を構成する個々の要素のモデル化手法を示す。 

3.1.1 概 説 

 施設の状態遷移は，図－１に示すように，「時間の進

行に伴い，ばらつきをもって劣化が進展し，定期点検

のたびに状態が確認され，また補修によってその状態
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が改善される」といった一連のプロセスで表現するこ

とができる（図上段）。そして，定期的な点検・補修の

実施に伴い点検・補修コストが発生し，また，劣化の

進行に伴う構造物の性能低下により，経年劣化に起因

する重大損傷発生リスクも高まることになる（図下段）。 

 本方法論では，まず，マルコフ過程をベースに，施

設の劣化の進展やこれを制御する行為（点検・補修

等）を，行列やベクトルを用いた数理モデルで記述し，

施設の将来の状態推移をシミュレートする。さらに，

その過程で発生するコスト・リスクを含めたトータル

コストを算出する。これらの一連の解析を，点検・補

修政策代替案ごとに実施し，比較評価を行うことで，

適点検・補修政策を立案するための意思決定支援情

報を作成する。 

なお，本研究では，トータルコストを，図－２に示

すように，点検・補修等に要するコストと費用換算さ

れたリスク（年間期待損失）との総和により定義する。

同図から明らかなように，コストとリスクはトレード

オフの関係にある。トータルコストを指標とした代替

案比較を行うことにより，コストとリスクとのトレー

ドオフ関係を考慮した 適点検・補修政策の選択が可

能となる。 

 本方法論は時系列的なシミュレーションを基本とし

たものであり，様々な点検・補修政策の組合せを変え

ることにより，実際に行われている管理の実態に即し

た点検・補修政策代替案の比較評価を，柔軟かつ簡便

に実施することができる。また，健全度分布，ライフ

サイクルコスト・リスク等についての時系列情報に基

づいて代替案の比較評価を行うことが可能であるため，

実務者の理解が容易なものとなっている。  

3.1.2 劣化進行と損傷発生確率の取扱い 

 一般の土木構造物は，様々な外力や劣化因子に晒さ

れており，経年と伴にその性能は低下する傾向にある。

そして性能の低下に伴い，損傷発生確率は増大する

（図－３参照）。したがって，経年劣化を考慮したリス

ク評価においては，性能指標（あるいは健全度）の時

系列的な低下の傾向を予測する劣化進行予測モデルと，

ある性能指標（あるいは健全度）の状態にある部材の

条件付損傷発生確率を推定する損傷発生確率評価モデ

ルが必要となる。 

 後述するように，本方法論では，前者を離散化さ

れた健全度ランクによる状態ベクトルの遷移で，後

者を各健全度ランクからの条件付き損傷発生確率で

モデル化する。 
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図－１ 方法論の基本的な考え方 

Fig.1 Basic concept of methodology 
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図－２ トータルコストの概念図 

Fig.2 Conceptual figure of Total Cost 
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図-３ 経年劣化と損傷発生確率の概念図 

Fig.3 Conceptual figure of damage probability caused  

by aging degradation 
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図-４ 劣化・点検・補修サイクル 

Fig.4 Description of deterioration/inspection/repair cycle 
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3.1.3 シミュレーション技法 

 図－４に示すように，構造物の状態推移や費用･リス

クの発生は，経年劣化とこれに対する各種の制御行為

（点検・補修等）を時系列的に組合せた劣化・点検･補

修サイクルを用いて表現することができる。本方法論

は，構造物の劣化の進展やこれを制御する個々の行為

の全てを同図中に示す行列やベクトルを用いて記述し，

点検・補修戦略に応じてこれらを組み合わせることで，

現実に行われている様々な管理活動を再現しつつ，状

態の推移およびコスト・リスクの発生をシミュレート

するものである。 

本手法は，操作性の高いモデル化手法であるため，

比較的簡易に複雑な問題を取り扱うことが可能である。 

3.1.4 エレメントグループ化 

 本方法論では，まず，対象構造物をモデル化し，エ

レメントグループを作成する。ここではまず，対象エ

リアのネットワークをエリア≫管轄≫路線≫構造物≫

エレメントにブレークダウンしながら階層化し，物的

属性を構造化する。さらに各エレメントの置かれてい

る状況（周辺環境や劣化の支配要因等）から環境属性

を設定する。こうして，同一種別の部材を物的属性と

環境属性との組み合わせによって再分類し，エレメン

トグループを作成する。エレメントグループは，後述

する一式のデータセットを作成してシミュレーション

を実施する基本単位となる。そして代替案の評価段階

では，先程の階層を遡りながら，エレメントグループ

単位の計算結果をプロジェクト単位に取りまとめて，

比較評価を行うことになる。 
このように，同じ劣化特性を示す部材群をエレメン

トグループとしてまとめることにより，大量の構造物

や部材に関する情報を効率的に取り扱うことが可能に

なる。 
3.2 方法論を構成する個々の要素のモデル化手法 

3.2.1 劣化進行のモデル化 

 本方法論では，マルコフ連鎖を用いた劣化進行予測

手法を基本としている。マルコフモデルでは，任意の

ｔ期の健全度の分布が直前のｔ-1 期の状態のみに依存

して決定される（マルコフ性）という仮定がおかれる。

そして，離散的な健全度ランクの下で，対象とする部

材群の健全度分布を状態ベクトルで記述し，状態ベク

トルの 1期間当りの推移の傾向を遷移マトリクスで記

述する。遷移確率が時間に依存しない一般的なマルコ

フ過程である斉次マルコフ過程の模式図を図－５に，

その状態遷移図の例を図－６に示す。また，劣化傾向

に強い時間依存性が存在する場合には，斉次マルコフ

モデルに代えて，非斉次マルコフモデルを用いること

ができる。非斉次マルコフモデルによる状態遷移図の

例を図－7 に示す。同図には，時間の経過に伴い劣化

速度が非線形的に大きく変化する様子が示されている。 

 本手法は，確率論的劣化予測手法であり，劣化現象

の不確実性を考慮しつつ，大量の部材群を簡易に扱う

ことができる等といった長所を有しており，構造物群

のマネジメントレベルの検討に適している。 
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図-５ 斉次マルコフモデルの模式図 

Fig.5 Conceptual figure of time-homogeneous  

Markov model 
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図-６ 斉次マルコフ劣化の例 

Fig.6 An example of time-homogeneous  

Markov degradation 
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図-７ 非斉次マルコフ劣化の例 

Fig.7 An example of time-inhomogeneous  

Markov degradation 

赤数字：状態間の推移確率 

黒数字：各期の状態量（％） 
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3.2.2 リスクのモデル化 

 リスクは，損傷発生確率と損傷発生時の条件付き損

失額の積としてモデル化される。損傷発生確率は，劣

化の進行により構造物が特定の状態にあるという条件

の下での条件付き確率として定義される。経年劣化に

伴う耐力の低下と損傷発生確率との関係の概念図を図

－８に示す。経年劣化の進展に伴い，構造物の耐力は

バラツキを伴って低下（図の左方向へと移行）し，外

力が耐力を上回る確率は増大する。耐力と外力の確率

密度関数が与えられている場合，性能関数を耐力と外

力の差として定義すれば，損傷発生確率は，性能関数

が負となる確率として算定することができる。また，

各健全度ランクにおける損傷発生に関するデータが蓄

積されている場合には，健全度ランク毎の損傷発生確

率を統計的に求めることができる。いずれの方法も適

用できない場合には，関連分野の専門家の先験的な知

見を交えて損傷発生確率を定めることになる。 

 一方，損傷発生時の条件付き損失額は，イベントツ

リー分析により算定することを基本とする。簡易なイ

ベントツリーの例を図－９に示す。同図では，経年劣

化や地震等といった複数のハザードを取り扱うために，

健全度ランクと地震動の組合せ毎にイベントツリーが

割り当てられている。  

 イベントツリーで定量化されたリスク値は，健全度

ランク毎の条件付きリスクとして，損失ベクトルでモ

デル化される。 

3.2.3 点検･補修のモデル化 

 補修のモデル化にあたっては，維持管理の実務で

行われている様々な活動を，できるだけ忠実に記述

することが重要である。本方法論では，①定期補修,

②緊急補修,③復旧補修,等といった複数の補修種別

を設定する。ここで，定期補修とは「定期点検結果に

基づき定期的かつ計画的に実施される補修」を，緊急

補修とは「日常点検や通報等により特定の状態が観測

された場合に，指針等の規定に基づき，定期点検を待

たずに直ちに実施される補修」を，復旧補修とは「損

傷発生時に，原状回復のために実施される補修」をい

う。維持管理戦略代替案は，これら 3 種類の補修の

組合せからなる対策スキームと点検スキームとの組

合せで記述される。 

 以上の要素を組合わせてシミュレーションを実行す

ることで，アセットマネジメントに関する様々な意思

決定支援情報を作成することができる。次章では，上

記の要素を実装したアセットマネジメントシステムに

ついて述べ，続いて第５章で具体的な検討例を示す。 

 

外力の確率密度

耐力－外力＜０となる確率
||

損傷発生確率

耐力の確率密度

Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ　OK

劣化進行に伴う耐力低下
損傷発生確率の増大

 

図-８ 経年劣化に伴う耐力の低下と損傷発生確率との関係 

Fig.8 Relationship between aging degradation  

and damage probability 
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図-９ 簡易なイベントツリーの例（地震＆経年劣化） 

Fig.9 An example of simplified event tree 

 

4. アセットマネジメントシステムの概要 
 
4.1 アプリケーションの概要 

本アセットマネジメント支援システムは， VC++.NET

および VB.NET で構築されている。また，利用者の使用

性を考慮して，システムのインターフェース，データ

ベースおよびシミュレーション結果の表示など，全て

の機能が Excel 上で稼働するように構成されている。 

システムの基本構成を図－１０に示す。本システム

は，点検情報管理・更新モジュール，マスタ管理モジ

ュールおよびシミュレーションモジュールという 3 つ

の基本モジュールによって構成される。さらに，それ

ぞれのモジュールがインターフェースを介して相互に

情報伝達を行うことで，マネジメントシステムとして

稼働している。ここでは，情報管理の権限設定や操作

の簡便化を目的として，利用者のシステム利用目的に

応じたアクセス制限を行っている。具体的には，点検

情報管理・更新モジュールへアクセスする利用者を
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「点検者」，マスタ管理モジュール利用者を「管理者」，

シミュレーションモジュール利用者を「一般ユーザ

ー」とし，システムトップ画面に，これらを識別する

ためのメニュー画面を設定している。 
4.2 点検情報管理・更新モジュール 

点検情報管理・更新モジュールでは，構造諸元や環

境条件など，一般的な台帳に記載されている基本情報

を管理するとともに，過去の点検や補修の履歴情報も

保管する機能を有する。当然ながら，点検や補修が実

施されれば，それらの情報を逐次更新していくことが

可能である。本モジュールの利用者は，実際の点検を

実施する点検者や，施設の物理的な健全状況を管理す

る技術者といった実務担当者を想定している。したが

って，点検情報管理・更新モジュールだけであっても，

対象施設群の一般的なデータベースとして独立に機能

することが可能なようにシステム化を図っている。 
4.3 マスタ管理モジュール 

マスタ管理モジュールは，シミュレーションを実行

する上で必要となる共通の情報を設定・管理するモジ

ュールである。基本構成を図－１１に示す。 
本モジュールで設定される情報は，健全度定義，エ

レメントグループの定義，エレメントの物理的な階層

構造，エレメントグループ毎の劣化予測モデル・採択

可能な補修メニュー・点検シナリオ・損傷発生時の条

件付損失期待値など，多岐にわたる。これらの設定情

報は，シミュレーションの根幹に係わる情報として，

遷移マトリクス DB，損失ベクトル DB，点検シナリオ

DB，定期・緊急・復旧補修 DB などの形で管理され，

シミュレーションモジュールで使用される。 
 さらに本モジュールでは，大量の部材からなる構造

物群への適用性に配慮して，多くのエレメントグルー

プに共通に適用される劣化・補修・点検等に関するデ

ータセットをマスターデータとして登録する機能が組

み込まれている。マスターデータを用いることにより，

データ作成・入力作業の省力化やシミュレーションの

高速化が可能になる。なお，マスターデータを用いる

際は，エレメント情報編集画面において，各エレメン

トグループに適用するマスターデータを指定するとと

もに，必要に応じて当該エレメントグループに特有の

情報（劣化進行，損失の大きさなど）を個別に補完す

ることができる。 

4.4 シミュレーションモジュール 

シミュレーションモジュールは，マスタ管理モジュ

ールで設定されたデータに基づき，各種シミュレーシ

ョンを実行し，その結果を出力するモジュールである。

基本構成を図－１２に示す。本モジュールは， 大別す

ると 5 つのサブモジュールで構成される。まず，検討

フレーム設定サブモジュールでは，シミュレーション

のための各種条件設定（検討種別，シミュレーション

期間，割引率の考慮，検討対象エレメントの設定等） 

アセットマネジメント
システム

マスタ－管理
モジュール

点検情報管理・更新
モジュール

シミュレーション
モジュール

 

図-１０ システムの基本構成 

Fig.10 Basic configuration of asset management system 
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図-１１ マスタ管理モジュールの構成 

Fig.11 Configuration of master-data  

administration module 
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図-１２ シミュレーションモジュールの構成 

Fig.12 Configuration of simulation module 
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を行う。次に個別対策案作成・編集サブモジュールお

よび政策代替案作成サブモジュールでは，マスタ管理

モジュールで設定された選択可能な点検・補修政策の

要素（点検間隔，健全度ランク毎の補修工法など）を

組み合わせ，分析に用いる点検･補修政策代替案を再構

成する。つづいて設定確認・実行サブモジュールでは，

シミュレーションに関する設定条件を確認し，シミュ

レーションを実行する。 後に検討結果表示サブモジ

ュールでは，各種の代替案の検討結果，個別の代替案

ごとの状態遷移図やトータルコスト・コスト・リスク

の推移などに関するグラフや帳票を，グラフィカル・

インターフェースを介して表示する。 
 

5. システムの主要な出力 

 

5.1 適点検・補修政策の検討例 

 本章では，前章で述べたアセットマネジメント支援

システムからの主要な出力例を概説する。 

 まず，個々の施設毎の検討レベルにおける出力例と

して，累積トータルコストを指標とした代替案比較情

報を図－１３に，単年度リスクを指標とした代替案比

較情報を図－１４に示す。図－１３からは，トータル

コストを 小化できる補修戦略は代替案 3 であること

が，図－１４からは，代替案 3 以上の補修戦略によれ

ば概ねリスクが制御できることが読み取れる。したが

って，この例では，トータルコストを 小化しつつリ

スクを制御できる 適点検･補修政策は，代替案 3 であ

ると評価できる。このように，トータルコスト，コス

ト，リスク，健全度推移等といった多様な定量的意思

決定支援情報を提供することにより，各代替案の多角

的な分析が可能となり，合理的な政策の決定が可能に

なる。 

5.2 予算制約下の対策優先順位の検討例 

実際の施設管理においては，維持･補修に投下可能な

予算の制約が存在するため，すべての施設の 適点

検・補修政策が実行可能であるとは限らない。ここで

は，各年次における 適点検・補修政策の実施を前提

として，増分費用便益法により 適な投資優先順序を

算定する。その際の優先順位評価指標は，対策による

トータルコスト低減効果を便益，対策費用を費用とし

た費用便益比を用いている。紙幅の都合上，優先順位

帳票の出力例の掲載は割愛するが，本システムは，限

られた予算の下で 大の投資効果を得られるような対

策優先順位一覧表を，シミュレーション期間中のすべ

ての年度について出力することが可能である。 

5.3 予算案の検討例 

対象施設群の持続的な管理・運営を達成していく上

で，現行の予算規模が適正であるかどうかの見極めは，

アセットマネジメントの極めて重要な課題である。予

算案の検討では，上述した 適点検･補修政策に基づく

適対策優先順位の検討を踏まえ，予算制約額がトー 
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図－１３ 累積トータルコストによる代替案比較（例） 

Fig.13 Comparative evaluation of repair policy  

alternatives based on cumulative Total Cost 
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図－１４ 単年度リスク変動による代替案比較（例） 

Fig.14 Comparative evaluation of repair policy  

alternatives based on annual risk variation 
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図－１５ 累積トータルコストによる予算代替案の評価 

Fig.15 Comparative evaluation of budget  

alternatives based on cumulative Total Cost 
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タルコストに及ぼす影響を分析する。 

 予算案の検討のうち，累積トータルコストによる予

算代替案の評価を図－１５に例示する。同図から，あ

る予算代替案を境に，単年度トータルコスト（累積ト

ータルコストの傾き）が累積的に増加するパターン

（累増パターン）と一定値に落ち着くパターン（定常

パターン）とに分けられることが読み取れる。この点

を明らかにするために，2 つのパターンの境界付近の 2

つの単年度トータルコストの内訳を図－１６に示す。

図上段は累増パターン，図下段は定常パターンの例で

ある。内訳を見ると，定常パターンでは，当該予算制

約の下で過去に積み残された事後保全型の補修需要を

解消し，予防保全型の定常管理状態が実現され，将来

の単年度の定期補修に要する予算額も低いレベルに落

ち着いている。一方，累増パターンでは，予算不足の

ため，過去の事後保全型の補修需要を解消できず，将

来にわたって効率の低い事後保全政策が継続され，そ

の結果，損傷リスクが累積的に増加して，トータルコ

ストを押し上げている様子がうかがえる。以上の予算

案の検討を実施することで，持続的な管理・運営を達

成するための予算規模や，長期的な必要予算額の推移

に関する情報を獲得することができる。 

 

6. おわりに 
 

本稿では，筆者らが長年にわたって研究･開発してき

たアセットマネジメント関連技術のうち，リスクを考

慮した確率論的時系列シミュレーション手法に基づく

アセットマネジメントの方法論と，その支援システム

を紹介するとともに，システム出力の具体例の提示を

通じて，その有用性を示した。 

本システムは，単体施設の LCC 評価から，構造物群

のマネジメント戦略の検討に至るまで，アセットマネ

ジメントに関する広範な意思決定問題を取り扱うこと

が可能である。今後，更なる実務への適用を通じて，

方法論を構成する各要素の高度化を図るとともに，

PDCA サイクルに基づく継続的なアセットマネジメント

を支援するシステムへと拡張していく予定である。 
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図－１６ トータルコストの単年度内訳の推移 

Fig.16 Changes in details of total cost 
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