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歩きたくなる都市づくりに向けた
道デザインの工夫
東京工業大学 総合理工学研究科長 環境・社会理工学院教授 東芝共同研究講座担当教員

屋井 鉄雄

2020年の暑さ対策
2020年の東京オリンピック・パラリンピック時の暑さ対策が問題である。皆さん
もご存じだと思う。盛夏に東南アジアを旅行した人なら，東京の方がよほど蒸し暑
いと実感した経験をお持ちだろう。マラソンや競歩等のアスリートが注目される
が，観客に対する暑さ対策も見逃せない。著者は昨春から国交省が担当する道路の
暑さ対策検討に関わってきたが，漸く方針がまとまった。検討会ではこの8月に青
山通りを1車線占有して，マラソンランナーに幾つかの試験舗装上を試走してもら
い，温度低減効果を実感してもらった。結果は遮熱性舗装が最も効果が高いという
結果であった。これは透水性舗装の上から特殊な樹脂等を塗布することで熱を内部
に貯めないものである。
このような舗装を施すとともに，街路樹の緑を豊かにしたり，当日の日射を計算
して隣接する建物群の日陰を利用したり，あるいは直前に散水を行うなど，大会で
は組み合わせで効果を挙げることが考えられる。一方，歩道上の観客については，

プロフィール

車道の舗装を打ち替えても効果はあまり及ばないことから緑陰や沿道施設の協力な
ども必要になろう。

屋井 鉄雄（やい てつお）

これからの道空間のありかた

東京工業大学大学院総合理工学研究科

一方，オリンピックは所詮一時に過ぎないことから，その後も長く使う東京の道
の空間活用との連携が課題である。オリンピック期間の暑さ対策に留まらない発想
と対応が必要と思われる。東京には既に美しく使いやすい道もあるし，そうではな

研究科長／環境・社会理工学院 教授
1957年生まれ。1985年東京工業大学
大学院土木工学専攻博士課程修了、

い道も多く残る。従来から自動車中心で造られ，そのまま使われてきた道を，これ

2016年より現職。日本やアジアの交通

からの高齢社会，更なる国際化の時代に，人間中心に利活用する方針の大転換が必

計画学、交通工学、交通政策等に関す

要な時期に来ている。オリンピックを契機に，そのようなことを皆で考え新しい流

る研究に従事している。

れが作れれば大いに結構だと思う。欧米では，道路ダイエット，空間再配分，シェ

アジア交通学会会長、土木学会土木

アドスペースなどと言って，道路断面を自動車中心から歩行者や自転車に配慮した

計画学研究委員会委員長、国土交通省

空間に再配分する取り組みを既に各所で始めている。

交通政策審議会委員、東京都、千葉県、
相模原市等の都市計画審議会委員他を

人間重視の道路空間へ
さて，それでは人間重視の道づくりとして，今ある道で何ができるだろうか？日
頃見慣れた道路に特別の印象を抱く人も多くはないだろう。筆者ですら，大丸有
等，都心の特定地区を除き，魅力の乏しい日本の道路で幾ら工夫しても大差ないと
感じていた。ただ，そのような諦めが，判で押したような道路にしてしまうだろう
から，例えば，最近の道デザイン研究会（全国の国道事務所等と連携した国交省道
路局内に設置した研究会）等を通した取り組みでは，かなり細かな部分に拘りを
持っている。
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自転車の走行空間180°の転換

置き換えることが望まれる。また，根元の灌木は管理に

まずは自転車である。1971年の道交法改正で自歩道規

手間がかかるため，グランドカバーに替えるか，ツリー

制が導入されて以来，長らく歩道通行を原則としてきた

サークルにして歩行者空間を増すなどの工夫が望まし

が，10年ほど前の議論を皮切りに漸く理解が進み，今で

い。また，集中豪雨対策としての植栽帯のデザインも検

は車道走行を原則とする方針が確認できている。歩行者

討課題である。研究会では国道17号板橋宿あたりを皮切

の多い空間などで歩行者の安全を高める条件は整いつつ

りに試行を続けている。

あるが，実現するためには自転車にとって安全な走行空
間を車道上に設ける必要がある。当該箇所だけ対処して
も無意味で，自転車に対する安全をネットワークとして
提供する必要がある。大田区を始め既に自治体でもチャ
レンジが始まっている。（以上は別途，「安全で快適な
自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会，国土交
通省道路局」で検討している）。

道路照明灯のデザイン
第4は道路照明灯である。従来から自動車の走行のため
に設置され，歩道上の歩行者や自転車に配慮したもので
はないが，今後，道路空間の再配分に応じて，何を照ら
すかを柔軟に考える必要もあろう。先日訪れたニセコの
ヒラフ坂では街路灯が交差点部を除き歩道を照らし車道
に背中を向けていた。スキー客等の人間重視が小気味よ

電線の地中化と残る課題
第2は電線である。日本人の多くはまち中にある電線や
電柱を気に留めないし，気づかないことすらある。この

い。また，明るさについては，歩行者が横断歩道に近づ
いたら近傍の照明の照度を増すこと等，交通安全上あっ
て良いだろう。

電線を地中化する動きが活発である。大変結構なこと
だ。都心部や市街地で電柱が残る場所は開発途上国でも
減っている。問題は変圧器である。電線が潜ると変圧器
等が地上に降りてくる。狭い商店街などでは紛争の種に
もなる。変圧器の形状を平たくしたり，電柱状にして残
したり，街路灯の根元に合体させたり，民地側に格納し
てもらったり，あるいは道路地下に巨大トランスの格納
スペースを設けたり，国内でも様々な工夫がある。今後
は受益と負担を再考しつつ，体系的な対応が可能となる
よう検討が必要だ。
豊かな街路樹の配置
第3は街路樹である。温暖化が進む時代に緑陰の道を広
げたいものだが，強風による倒木や落枝が心配だし，枯
葉の処理も面倒なので，いっそのこと伐採してはどうか
との意見も聞こえてくる。甚だ残念である。オリンピッ
クに向けて強剪定をやめて樹形を整え緑陰をつくる方針
ではあるが，長期的には成長が速く管理に手間のかかる

横断防止柵の有用化
第5は横断防止柵である。車道の乱横断が危険なことは
論を待たないが，ぶつ切れで無意味な防止柵を目にする
ことも少なくない。このような評判の芳しくない防止柵
ではあるが，灌木を配置した横断抑止帯ほどスペースは
取らないのだから，地被類を這わせて緑化を行いつつ，
防止柵にベンチ機能を付加する等で，高齢者が歩行中に
ちょっと一休みできる木陰をつくることが研究会でも提
案されている。
以上ざっとみてきたように，何気なく使う日常の道路
ではあるが，意外に工夫の余地が残されている。財政難
もあり放置されてきた箇所が多いと思うが，これからの
高齢社会で，歩きたくなるような街中を形成するには，
地元の協力が得られる場所などで改修の時期に合わせて
メリハリある工夫をしたら良いと思う。まち歩きのご参
考になれば幸いである。

樹種を，桂など成長が遅く樹形を整えやすい在来種等に

善光寺（長野）の裏通りの電線地中化と上空に残る変圧器

ニセコのひらふ坂の照明：交差点部にある右手の照明のみ
車道を照らす
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開催報告
AES主催
第27回イブニングセミナー

Japanの「ITSによるスマートコミュニティ実現委員会」
の委員の一人。
セミナーでは、中島氏が参画している電動車両充電シ

日時：2016年8月3日（水）

ステムWGの検討内容を紹介した。EVが普及した時に充

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

電サービス関連で起こりうる課題と情報項目を整理し、

講師：物質理工学院 教授 菅野了次氏

あらゆる使用状況から考えられる対応策を検討してい

議題：全固体セラミックス電池の開発と展望

る。普及時の課題は①プラットフォーム構築（インター

参加：27名

フェース共通化等）、②データ項目（位置情報や予測情報

はじめに、固体中のイオン拡散に関する研究の歴史
と，ご自身がこの研究に関わることになる経緯の紹介が
あった。次に、全固体電池の位置付けについて解説され
た。固体電解質を用いる全固体電池は、蓄電池とキャパ
シタの特長を兼ね備えた全く新しい新規デバイスになる
こと、これら飛躍的な成長には新物質の探索が重要であ
ることを付け加えられた。固体中でイオンが移動する仕
組みや物質探索の歴史について解説を行い、2011年にリ

の活用）、③充電サービス運用、④バッテリー活用の仕
組み作りを挙げた。今後は、こうした検討を積み上げ、
充電予約システムの充実やユーザーの不安解消などを克
服し、実現に向けたロードマップを作成するという。
中島氏は、AES会員企業や大学研究者との意見交換を
目的の一つとしてご登壇いただいたとのこと。参加者か
らは、再生可能エネルギーを組み合わせて電力供給する
事業の提案等が寄せられた。

チウム固体電解質の発見に至る経緯を紹介した。また、
本物質を用いた充放電実験により得られた特性を紹介し
て、将来の応用範囲を展望した。
質疑応答では、全固体電池の安全性、燃料電池への適
用可能性、実用化に向けたステップ、劣化、などに関す
る質問があった。電解質の固体化により、電池のあり方
が根本的に変わっていく可能性を想像させるセミナーと
なった。

第2回地域プロジェクト推進会議（第37回研究推進委
員会）
日時：2016年9月27日（火）
場所：大岡山キャンパス西8号館10階大会議室

第28回イブニングセミナー
日時：2016年9月6日（火）

参加：約110名
冒頭にオブザーバー参加のヤンマー㈱、ヤンマーエネ

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

ルギーシステム㈱、富士通㈱、青森県弘前市を紹介し

講師：日産自動車㈱グローバル技術渉外部

た。事務局連絡では、2016年5月以降新規入会の㈱イワ

シニアエンジニア 中島雄二氏

テック、コムシスクリエイト㈱、㈱巴商会、岩手県八幡

議題：将来のスマートコミュニティ内で求められる電動

平市の紹介をした。続いて、AESの活動報告、今後のイ

車両充電サービス像の検討

ベント案内（10/27シンポジウム、11/22研修会）、

参加：28名

AES News紹介をした。

中 島 氏 は 、 日 本 の ITS （ Intelligent Transport
Systems：高度道路交通システム）を推進する団体・ITS
4

地域プロジェクト推進会議では、7件の自治体が以下
のそれぞれの取り組みを説明した。①さいたま市・高橋
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高橋氏

綱島氏

幸地氏

赤池氏

岡崎氏

白籏氏

鼎談

朝生氏

松本氏

松岡氏

オープンカフェ

伸一郎課長=同市における「公民+学」の連携の重要性 ②

各自治体の関連プロジェクト推進へのAESの協力可能性

真庭市・綱島直彦課長=木質系バイオマス発電事業等、

を見出すことを企図したものである。

バイオマス関連の取り組み ③久米島町・幸地伸也班長=

会場は技術交流会会場の隣に設置し，ポスターセッ

海洋深層水を複合利用したモデル事業 ④富士市・赤池慎

ション形式で本日の講演内容を振り返りながら議論でき

吾主査=岳南電鉄を活用したスマートシティ事業 ⑤横浜

るようにした。

市・岡崎修司課長=横浜スマートシティプロジェクト

約60名の参加者があり，講演内容に関するQ&Aだけで

（YSCP）の実装に向けた取組 ⑥西粟倉村・白籏佳三主

はなく，産官学の様々な立場・視点から地域プロジェク

任=未利用木質バイオマス関連（百年の森林事業等） ⑦

トの進め方・技術的な課題・行政上の課題などについて

武蔵野市・朝生剛課長=同市のエネルギー地産池消を目

活発な意見交換が行われ，設定した時間では短すぎるよ

指した取組

うであった。

こうした講演を受け、柏木孝夫センター長、中上英俊
特任教授、金谷年展特任教授が、日本のエネルギー地産

共催・協力・後援等

地消都市のあり方について鼎談を行った。それぞれの地
域の特色を活かし、地域の特色を活かした「日本型モデ
ル」を作り付加価値を複合的に考えるべきであり、民間
と自治体の役割分担の整理が必要と強調した。
特別講演では環境省の松本啓朗課長が、昨年12月閉会

第3回GHECワークショップ
日時：2016年9月1日（木）
場所：大岡山キャンパス ロイアルブルーホール
参加：50名

したCOP21で採択された「パリ協定」の進捗動向を紹

グローバル水素エネルギーコンソーシアム（GHEC、

介。日本のコミット2030年度26％CO₂削減（13年度

代表：岡崎健特命教授）は、第3回GHECワークショップ

比）に向けたさまざまな取組を説明した。

を開催した。当日は，①岡崎健 特命教授「エクセルギー

関東経済産業局の松岡建志部長は、同局のスマートコ

の観点から考える水素製造の熱力学の基礎 -改質・ガス

ミュニティ振興策のほか、水素エネルギー社会のための

化-」②山中一郎 教授「水素製造における触媒作用につ

事業計画等を紹介、実現に向け多様なプレーヤーの参画

いて」③(株)IHI 基盤技術研究所 熱・流体研究部 須田俊

を希望した。

之部長「二塔式ガス化炉による褐炭のガス化」の3件の
講演が行われた。GHEC参加教員と参加企業の双方から

地域プロジェクト推進会議終了後には，「オープンカ

質問が挙がり，登壇者だけでなく参加者からも回答を得

フェ」と名付けたQ&Aの場を設けた。これは，講演して

るなどした。その後に開催した拡大運営委員会では，伊

頂いた７自治体と聴講したAES会員企業やAESの教員が自

原学 教授がNEDOプロジェクトを含む最新の活動状況に

由に意見交換を行うことが目的であり，その結果として

ついて報告した。
5
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地域プロジェクト
対馬環境エネルギーコンソーシアム
AESセンター

対馬環境エネルギーコンソーシアムは、過去10回を重

森原 淳（特任教授）、冨田 哲爾（特任専門員）

ディア等と具体的な取り組みを開始しております。

ね、参加企業の数も増え益々盛況になって参りました。10
月14日に開催予定の第11回は大きな節目になりそうです。

② 木質バイオマス発電
九電みらいエナジー㈱が2MWシステムの設置を進めて

1．財部市長から比田勝市長へバトンタッチ

おり、バイオマス供給側と発電側双方の安定稼働のため

第1回から本コンソーシアムを強力に引っ張ってきた財

の取り組みについて検討しています。一方、小型でガス

部市長が退任し、副市長であった比田勝様が新市長にな

化効率が良いものに関しては、バイオマスエナジー㈱が

られました。もちろん従来路線を継続するとのことです。

300kW機の試作に成功しています。今後は、バイオマス
供給量と利用量とのマッチングを検証します。

2．グリーンニューディール室の組織替え
本コンソーシアムの予算化、運営を一手に引き受けて

③ 水素コミュニティの展開

いたのが長崎県産業労働部のグリーンニューディール室

燃料電池自動車を走らせる取り組みについて、離島住

です。この組織が実質的に室から課に変わり、今後は再

民の多くの賛同が得られました。しかし離島は海から塩

生可能水素に特化した長崎県を目指すこととなりまし

分を多量に含む風が流れ、燃料電池システムに影響が出

た。

る恐れがあります。現在、㈱巴商会と、課題克服のため
の方策を検討しております。

3．東工大が主催に
こうした理由の一つに、様々なコンソーシアムの中の

④ 漂流・漂着ごみ処理・利用

プロジェクトが独立し、実用段階まで進んでいることが

オランダのNPO代表、ボヤン・スラット氏が提唱する

あります。例えば熱導管を引いて官民連携の事業会社を

方式（図）の採用を検討していますが、順調に進んでい

作ろうとする総務省プロジェクトについては、フィージ

るとは言えないようです。現在、㈱三菱総合研究所と事

ビリティースタディの段階を終えています。しかし進行

業可能性について検討しております。

中のプロジェクトも多いことから、今後は東工大の三菱
商事共同研究講座が幹事役となり、推進することになり
ました。
4．第11回対馬環境エネルギーコンソーシアムの開催
以上のことから、三菱商事共同研究講座が運営主体と
なり、長崎県と対馬市の3者で同コンソーシアムを推進し
て参ります。次回11回目は、10月14日（金）14:30〜、
福岡で開催することとなりました。
対馬市では、化石燃料に頼らない安心・快適で豊かな
エネルギー自立離島の構築と雇用・新産業の創出を目指

浮遊ゴミ回収装置

しており、本年度は主に次の４事業が計画されております。
本コンソーシアムは上記の対馬プロジェクトに関する
① 電力需給調整（デマンドレスポンス）実証
科学技術振興機構(JST)のCRESTプログラムで、特定地
域の住民を対象として継続的に対応できるための大衆心
理を実証するものです。すでに㈱長崎コミュニティメ
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情報交換の場とし、議論を通じて対馬のエネルギーに関
する課題解決に寄与する所存でございますので、引き続
き皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
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研究プロジェクト
革新的エクセルギー回収およびプロセス統合による藻類

電気自動車の充電行動：需要予測と可制御性に関する研

を利用する高効率エネルギー生産（科研費・若手研究

究（科研費・基盤研究(C) 16K06210 ・H28-30 ）

(B) 16K18355・H28-30）
AESセンター ムハンマッド アズイッズ（特任准教授）

AESセンター 小田 拓也（特任教授）

光合成変換効率の高い藻類はエネルギー生産に有益で

電気自動車（EV）は運輸部門の低炭素化に貢献すると

すが，藻類の含水率が高いことから転換工程の効率低下

考えられていますが，充電の必要があります。今後は，

や，安定性の維持，保存の困難，輸送費の増大などが課

充電所の混雑の回避や，充電所の利用率の向上などの対

題となります。課題解決には，藻類由来のエネルギー生

策が重要になると考えています。充電行動の可制御性を

産に特化した革新的なエネルギー変換技術が必要です。

明らかにすることは，これら課題解決に有効である事に

本研究では、エクセルギー回収とプロセス統合の両技術

加 え て ， V2G （ Vehicle to Grid ） や V2H （ Vehicle to

を適用し，エネルギー損失を最小化することで，高効率

Home）の実現にも寄与します。本研究によりEVの低炭

で独創的なエネルギー生産プロセスを提案することを目

素化ポテンシャルを最大限に発揮させることを目指して

指しています。

います。

藻類エネルギー生産プロセスの概念図（熱化学的ガス化）

充電所の混雑と待ち時間

AES参加企業・自治体
共同研究講座設置企業

(株)日建設計

前田建設工業(株)

(株)ＮＴＴファシリティーズ

日本環境技研(株)

三浦工業(株)

ＪＸエネルギー(株)

(株)日本設計

三菱電機(株)

東京ガス(株)

日本電技(株)

(株)ミライト

(株)東芝

バイオマスエナジー(株)

(株)明電舎

(株)日立製作所

日比谷総合設備(株)

矢崎エナジーシステム(株)

三菱商事(株)

広島ガス(株)

横河ソリューションサービス(株)

北海道ガス(株)

横河電機(株)

研究推進委員会参加企業
(株)IHI

JFEエンジニアリング(株)

(株)イワテック※

静岡ガス(株)

英弘精機(株)

清水建設(株)

大阪ガス(株)

住友電気工業(株)

オートモーティブエナジーサプライ(株) ※ 大成建設(株)

本田技研工業(株)

参加自治体
岩手県八幡平市※

長崎県

沖縄県久米島町

長崎県対馬市

群馬県中之条町

兵庫県

静岡県

兵庫県淡路市

静岡県浜松市

北海道石狩市

静岡県富士市

三重県南伊勢町

千葉県浦安市

山梨県

(株)大林組

大和ハウス工業(株)

鹿島建設(株)

(株)竹中工務店

川崎重工業(株)

中部ガス(株) ※

(株)協和エクシオ

テス･エンジニアリング(株)

京葉瓦斯(株)

東急建設(株)

(株)神戸製鋼所

東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)

コムシスクリエイト(株) ※

東京急行電鉄(株)

研究協力企業

西部ガス(株)

東芝三菱電機産業システム(株)

東京電力エナジーパートナー(株)

三機工業(株)

東邦ガス(株)

(株)ＧＳユアサ

(株)巴商会※

鳥取県鳥取市

※2016年度入会

（2016年9月末現在）
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2016年度の活動
2016年度（後期）スケジュール
月
シンポジウム

10

11

12

1

2

3

27日

研究推進委員会

7日

地域プロジェクト推進会議

7日

研修会
イブニングセミナー

22日
●

●
●：計画中

開催予定
 10月27日（木）に、第9回AESシンポジウムを大岡山
キャンパス・くらまえホールで開催します。どなたで
も参加できます。詳細はAESホームページをご覧くだ
さい。http://aes.ssr.titech.ac.jp/
 11月22日（火）に、福島地区研修会を開催します。
今回は、産業技術総合研究所・福島再生可能エネル
ギー研究所（FREA）を訪問します（会員限定）。
 11月にイブニングセミナーを開催する予定です（会員
限定） 。

発行：東京工業大学 科学技術創成研究院

本ニュースレターは、AESセンターの活動を学内外に

先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）

幅広くご紹介し、関係各位との連携を深めるために、年

〒152-8550東京都目黒区大岡山2-12-1

4回発行しております。

Tel: 03-5734-3429

AESセンターの行事などの最新情報（Topics）をメー
ルでお届けします。ご希望の方は、ホームページよりご
登録ください。

Post No. I6-25

e-mail: aescenter@ssr.titech.ac.jp

ホームページ：http://aes.ssr.titech.ac.jp/
発行日

2016年10月1日
東京工業大学科学技術創成研究院

先進エネルギー国際研究センター
Advanced Energy Systems for Sustainability
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