特別講演

マネジメントの時代
北海道工業大学名誉教授
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はじめに
御丁寧な御紹介ありがとうございました。私、今年
の３月末に北海道工業大学を退職したばかりでござい
ます。たまたま３月11日の最終講義の最中に、大地震
が起こり、お亡くなりになられた方やら被害に遭われ
た方々にお見舞い申し上げたいと思います。何せ11日
とつく日は余りいい日ではないみたいです。今日は
2011年の11月11日ですので、何事も起きなければいい
なと思っています。11が３つ並ぶのは1000年に１回で
すので。
2001年９月11日、あのときもたまたま国際会議でア
メリカに行っていまして、当日の朝、10時ぐらいのフ
ライトに乗ろうと思って搭乗口で待っておりましたと
ころ、飛行機がキャンセルになるような放送がありま
して、何の放送だか初めは良くわからなかったのです
が、皆ざわついて、よくよく聞きに行ったら、全米中
の飛行機が全部キャンセルということでした。そのと
き、アメリカの国内で5,000機の飛行機が飛んでいた
そうなのです。
当時、十何機ハイジャックされたというような情報
が流れて、実際は４機だったのですけれども、それで

図－１

アメリカ連邦航空局は、どの飛行機がハイジャックさ
れているかよくわからないということで、
「飛んでい

土木と環境

た飛行機は全部おりろ」と指示したらしいです。その
ときに指示に従わない飛行機がハイジャックされてい
るというふうに判断しようとしたらしいのですね。そ

今日はマネジメントの時代ということで、40分にわ
たってお話をさしあげたいと思います。

のときに、ホワイトハウスに突っ込む飛行機がいると

我々の時代に習ったときには、土木工学というのは

いうことで、空軍にはワシントン D.C. に近づいてく

Civil Engineering というふうに英語では言っていま

る旅客機は撃ち落としてもいいという命令まで出てい

した。最近ではすべてアメリカの大学も含めて、Civil

たということであり、危機管理が非常にスムーズに動

and Environmental Engineering（図－１）という言

いていたと思います。

葉になってきております。これはすなわち土木と環境

日本ではどうなのだろうかと。例えば今、外国から
ロケットが飛んできたときに、日本はこれから多分、
国会で議論をして、どうするか対応するところになる
のではないかなと思っています。

というものを両方学ぶ技術、それが我々の分野だと思
っております。
土木技術者の使命（図－２）として、ここに書いて
ありますように、社会資本を通して人々に利便性とか
安全性とかよい環境を提供して、それを次の世代に残
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図－２

図－４

図－３

図－５

すことであると。これが我々の使命だというふうに思

そして社会還元をすること、これが民の本来の目的の

っております。

はずです。また、官は公共の福祉、これが目的であり
ます。ですから、官が行う事業に対して利益を求める

マネジメント

ということは、本来おかしなはずなのです。利益を生
むような事業というのは全部民に任すべきもので、利

マネジメントという言葉（図－３）は、ここに書いて

益を生まないから官が仕事をするのです。ですから、

ありますように、多くの意味を含んでいるために非常

官と民の役割分担というものを明確に意識しなければ

に使い勝手がいい。便利に使っています。ですが、そ

いけないと思います。

の内容が多義的であるがゆえに、あいまいのままに使

先ほどもお話ししました次の世代に残す利便性（図

われています。
今だにこれといった定義はありません。

－５）というものに関して、これはインフラの整備で

マネジメントをする人はマネジャーなわけです。例

あり、安全性だとか、よい環境を提供するという意味

えばレストランのマネジャーを思い浮かべていただけ

合いからしますと、防災施設だとか環境保全というも

れば、従業員、食器、資金、時間、情報、そういう資

のを我々が担当するわけです。

源を有効に効率的に活用して、法と論理を守って、利
益を上げることが使命です（図－４）
。

インフラの整備に関しては、これを運用していくた
めに、すなわちマネジメントしていくために、アセッ

多くの場合、例えば今レストランのお話をしました

トマネジメントという言葉があります。防災だとか環

が、法と倫理を破るほうが利益の追求になるというこ

境に対する負荷、そういうものに関しては、環境に対

とで、いろんな部分でいろんなことが起きてきている

するリスク、危険性というような意味を含めて、リス

わけです。ここにありますように、利益を上げること、

クマネジメントと、この二つに分けられるのではない

6

寒地土木研究所月報

特集号

2011年度

か私は考えました。

土木関係している人々の中で、お互いに矛盾した二つ
の概念がどうして動いているのだろうかということを

アセットマネジメントとは

考えなければいけないのではないかと思います。
これに対応して、日本にはいい諺があります。一つ

アセットマネジメント（図－６）は、社会資本のラ

は「安物買いの銭失い」という諺。すなわちいいもの

イフサイクルコストの総合化のプロセスです。すなわ

を長く持ったほうがライフサイクルコストとしては安

ち、
我々が今行っています土木構造物などの設計とか、

いということすね。もう一つは「ない袖は振れない」。

建設とか、維持、修繕、更新というようなすべての行

お金がないのなら仕方がない、安いものしか買いよう

為を有機的に結合させて、利用者の便益を最大化し、

がない。という、この二つを端的に表す諺が、既に日

管理者と利用者の費用を最小にするためのものである

本にはかなり昔からありました。それが今の我々の業

と思います。

界の中でどうしてその二つのことが言われて、相矛盾

最近、ライフサイクルコストの最小化という言葉が

することが行われているのでしょうか。

よく言われております。このライフサイクルコストの

ここにありますように、アセットマネジメントの基

最小化というのは非常に耳ざわりのいい言葉なので

本構成（図－７）は、我々が担当しています計画、設

す。一方では、建設工事の入札のときに、価格が安け

計、建設、維持、評価、データバンク、研究というも

ればいいということも叫ばれています。ですけれども、

のと有機的につながっています。これは、従来は各々

この低入札というものとライフサイクルコストの最小

独立した行為として考えてきたものを有機的に結ばな

化というのは矛盾した話であり、この社会において二

ければいけないということが、マネジメントシステム

つが同時進行しているのでしょうか。ここに今の我々

の基本構成です。
舗装から生まれたマネジメントシステム
アセットマネジメントというものは基本的に舗装か
ら始まりました。それの最大の理由はどこにあるかと
いいますと、社会資本の中で一番寿命が短いのは、構
造物の中で舗装です。例えば、一時代前までは、日本
ではアスファルト舗装の設計寿命は10年、コンクリー
ト舗装20年と言われていました。すなわち新設から再
構築までほぼ10年間の間で見られる。すなわち最初に
つくったものがどの程度劣化してきて、いつになった
ら直せばいいのかという、誕生から死までを舗装とい

図－６

うのは見られます。それがゆえに、舗装からマネジメ
ントシステムという考え方が生まれたわけです。例え
ば舗装をダムだとか橋梁というものに置きかえてみた
ときに、その寿命が50年とか100年、誕生から死まで
を見ることができないという意味合いで、ほかの構造
物というのは非常にマネジメントするのには難しい部
分がたくさんあります。ですから、予測をしなければ
いけない部分があります。しかし、舗装に関してはデ
ータが蓄積されています。このことから、アセットマ
ネジメントは舗装から始まった次第です。
ここで、いつごろからそれが始まったのでしょうか
ということをちょっと年代順に書いてありますが（図
－８）、1968年には舗装設計にはシステム的なアプロ

図－７
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図－８
し、70年には舗装に関するマネジメントシステムとい

図－９
いただければと思います。

う言葉が初めて出てまいりました。77年には「Pave-

ここにありますように、フリーウェイは非常に中央

ment Management Guide」という書物がカナダで出

帯を広くとっています。片側２車線を３車線にすると

版されました。ということで、マネジメントという言

きに内側に建設していきますから、工事は非常にやり

葉が1970年から始まったと考えていただけます。今か

やすいし、用地買収も既に終わっています。

ら振り返れば40年前です。既にそのころからシステム

我々が初めて行く土地であっても、国際免許を持っ

のアプローチ、マネジメントということが話題になっ

て、アメリカの空港でレンタカーを借りて、レンタカ

てきていました。

ー会社からいただく１枚の A ４ぐらいの地図さえあ
れば、ほぼ間違いなく目的地に行けます。初めての道

インターステイツハイウエイの例

路ででもです。多分日本では、千歳空港で外国人がレ
ンタカーを借りて走って、まず間違いなく目的地に行

これはアメリカのインターステイツハイウエイの一

けないと思います。我々日本人でも、違う土地で初め

例（図－９）ですが、ここにありますのは片側２車線

てレンタカーを借りて、道路の案内標識だけを見なが

の出入り制限の道路です。アメリカのインターステイ

ら行くことはかなり難しいです。

ツハイウエイはほぼ全体が無料です。こういう自動車

御存じの方も多いと思いますけれども、アメリカの

専用道路のことをフリーウェイと言ったり、エクスプ

道路の路線番号というのは、偶数は東西行き、奇数は

レスウェイと言ったり、モーターウェイと言ったり、

南北行きと全部決まっています。ですから、ここにあ

いろんな言葉で表現されます。ある方がフリーウェイ

りますインターステイツもそうですし、州道も全部そ

という英語を聞いて、フリーなのだから無料と思い、

うです。郡の道路も、日本で言えば市町村の道路にあ

無料の道路がフリーウェイであるというふうに言われ

たりますが、奇数、偶数に明確に分かれています。

ました、フリーというのは無料という意味もあります

レンタカーに乗ったときにちょっと気をつけなけれ

し、もう一つは拘束されないという意味があります。

ばいけないのは、たまたま中央帯に故障車らしき車が

すなわち歩行者だとか信号だとか、ほかの車に拘束さ

１台とまっていると、大体それはスピード違反を取り

れないで自由に走行できるということでフリーウェイ

締まるパトカーですので、気をつけて下さい。

なわけであります。
拘束されないというフリーという英語は非常におも

PMS の開発と実施の義務づけ

しろい使い方がありまして、禁煙というのはノースモ
ーキングと表現されると考えますが、場所によっては

アメリカの連邦道路局は、FHWA と言いますが、

スモークフリーと書いてあります。煙に拘束されない

FHWA は1980年に、すべての州に PMS の開発を要

から、煙を出してはいけませんよという意味です。間

請しました（図－10）。PMS を開発してくださいねと。

違ってスモークフリーは自由にたばこを吸えると思っ

９ 年 た っ た1989年 に は、 す べ て の 州 に ４ 年 以 内 に

て、たばこを吸う人がいるので、ちょっと気をつけて

PMS の開発と実施を義務付けました。PMS で運用し

8
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ないと補助金は出しませんよと。このときには、州に

ナンバーがついています。例えばパリ経由でブリュッ

よってはもう既に PMS を開発した州もありましたし、

セルまで行くとします。そうすると、日本で言うのぞ

何もやっていなかった州もありました。何もやってい

み何号というところに、フライトナンバーがついてい

なかった州は、大慌てでコンサルタントと大学を総動

て、それがそのまま陸上交通なのですけれども、飛行

員してマネジメントシステムをつくったわけです。日

機の延長上として新幹線に乗り換えていくというよう

本で言えば、国交省が各都道府県に対して補助金を出

なものです。

すのに、PMS を運用して合理的に意思決定しないと
補助金は出しませんよということとイコールなわけで
すね。これが1989年のことですから、もう20年以上前
の状況です。
アメリカというのは非常に法律をつくるのが大好き
な国でして、その後 ISTEA-1991（図－11）という法
律をつくりました。この法律の中では、６つのマネジ
メントシステムというものを義務付けました。先ほど
お話ししました舗装のマネジメント、橋梁マネジメン
ト、あと交通安全マネジメント。交通安全に対し、お
金を無限大かけても、交通事故は死亡者はゼロにはな
りません。では、どこで費用対効果というものを考え
ていきますかというようなもの。あとは渋滞に関する

図－10

もの、公共交通に関するマネジメント。また、交通手
段間の連絡マネジメント、すなわち道路と空港、道路
と港湾、バスと地下鉄というような、交通手段間の連
絡のマネジメント。
ここにある６年間で約1,580億ドルの予算をつけま
した。そのために、また１ガロン当たり4.3セントと
いうガソリン税を付加したわけです。
日本の場合
日本は非常に縦割り社会ですから、この交通手段間
の連絡のマネジメントというのはほとんど行われてい
ません。考えていただければ、空港に直接高速道路が

図－11

乗り入れているところは、多分日本に四カ所程度の空
港しかありません。千歳空港で今、空港インターとい

社会資本投資に関する基準

うのが建設されていますけれども、あれも一回、一般
道におりて、空港ターミナルまで行きます。ターミナ
ルまで直結している高速道路ではないのです。

その次、時系列的にお話ししますと、クリントン大
統領のときに、社会資本投資に関する基準というのを

よく言われる話が帯広の例です。帯広の高速道路が

94年に行政令として出しました。このときには、その

帯広市の北にできて、どうして空港は関係のない南の

目的には便益と費用のシステマチックな解析をしなさ

ほうにできるのだ。今、縦につながってきていますけ

い。マネジメントを導入しなさい。民間を参入させな

れども。そういうように、本来であれば空港と高速道

さい。これが社会資本投資に関する基準です。これを

路は一体化されるべきですし、また空港と新幹線、こ

守らなければいけませんというふうに言ったわけです

れも一体にされるべきであると思います。

（図－12）。

ヨーロッパに旅行に行かれた方は御存じかもしれま

また、一方、97年になりますけれども、アメリカの

せんけれども、ヨーロッパの超高速鉄道にはフライト

会計検査院が運輸大臣あてに、舗装の設計法は時代遅
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れだというレポートを提出します（図－13）
。日本で
言うなれば、日本の会計検査院が国交省に対して、今
のアスファルト舗装の設計とコンクリート舗装の設計
というのは時代遅れだから、もっと考えなさいという
ようなことを言ったのに相当します。日本の会計検査
院お金の無駄遣いだけしか見ていません。もっと有効
にお金を使うためには、設計法ももうちょっとちゃん
と考えなさいということを、会計検査院が言ったので
す。アメリカの会計検査院はどれだけの人材を抱えて
いるかは、ちょっと想像がつきませんけれども、すご
いことだなというふうに思います。
先ほどの ISTEA という法律は６年の時限立法でし
た の で、 法 律 が 切 れ ま す の で、 次 に ま た ６ 年 間、

図－13

TEA-21（図－14）という法律をつくりました。この
ときは約2,000億円のお金を出して、ここに書いてあ
りますように、インフラ整備のための増資とか、安全
性の向上とか、環境負荷の低減という目的で法律をつ
くりました。
この TEA-21のときに、アメリカの燃料にはどのぐ
らいの税金が入っているかというのを見てみます（図
－15）と、ガソリンが１ガロン、１ガロンというのは
3.78リッターですので、ここで気がつかれると思いま
すけれども、アメリカは、ガソリンスタンドではガソ
リンよりディーゼルのほうが値段が高いです、税金が
その分高いからです。一番下にあるのはガソホォール、
アルコールが10％以上入っているガソリンです。当然

図－14

税金が安い。
アメリカとの乖離
６年後に時限立法が切れましたので、法律を毎年毎
年延長しました（図－16）。その後、2009年には、ブ

図－15
ッシュ大統領のときに、道路システムの最新化と国民
生活の質の向上ということで、また６年間に4,500億
ドルのお金をつけました（図－17）。これは道路とか
橋梁とか鉄道、バス、自転車道、レクリエーション道
図－12
10

などの6,371のプロジェクト（図－18）にお金を出し
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たわけです。これは各州のトップテンを表しています
けれども、カリフォルニア州では、例えば545のプロ
ジェクトに26億3,000万ドルというお金をつけたとい
うことです。
私がここで何を言いたいかといいますと、アメリカ
はあれだけの大きな道路システムを持ちながら、毎年
毎年道路システムの改良のためにこれだけのお金をか
けています。日本では無駄な道路だというようなこと
で道路建設も止まり、特定財源も外され、道路をつく
ること自体が悪だというような風潮があります。それ
で良いのでしょうか。少子化・高齢化する日本の中で、
より効率を求めていかなければならないのに、アメリ
カとの乖離はますます広がっていくのではないか危惧

図－17

します。
舗装マネジメントシステム
舗装のマネジメントシステムに関しましては、北海
道土木技術会舗装研究委員会で二つの本を翻訳しまし
た（図－19）
。まず、1978年にアメリカで出されたハー
ス教授とハドソン教授が書かれた本を、1989年に翻訳
出版しました。
この本はもう既に絶版になっています。
その後1990年に、ハースとハドソンともう一人の教授
３ 人 の も と に、
「Modern Pavement Management」
という本、改訂版ですけれども、これを出版しました。
これも同じく舗装研究委員会で翻訳出版して、まだ在

図－18

庫がありますので、お買い求めいただければと思いま
す。
私は、たまたまこのラルフ・ハースのもとに、1982
年に PMS の勉強で半年ほど滞在していました。その
後同じこのハース教授のところで、今国交省の道路局
長をされている菊川さんが２年間、舗装のマネジメン

図－19
トの勉強をされ、PMS で修士論文を書かれてきまし
たので、今の道路局長も、非常にマネジメントシステ
ムについては造詣が深いと思っています。
その後に「Infrastructure Management」（図－20）
図－16
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という本を、同じくハドソン、ハース、ウディンとい
11

う３人の教授が書きました。ここで、おわかりになる
ように、私が御紹介したのは、要するに舗装のマネジ
メントを書いていた著者が、そのまま「Infrastructure
Management」の本を出版したということです。先ほ
どの命題にありますアセットマネジメントというのは
舗装から始まったと断言できます。
リスクマネジメント
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一方、リスクマネジメントを考えてみましょう。リ

22

スクマネジメントとは何かというと、ハザード、危機

図－21

管理の発生源とか、それを回避もしくは低減を図るた
めのプロセスで、各種の危険による不測の損害を最小
の費用で効果的に処理するための総合的手法（図－
21）であると言われています。すなわちリスクという
ものと便益というものを天秤にかけて、最小化しなけ
。
ればいけない（図－22）
リスクというのはどういうことかといいますと、安
全工学上は人、環境、物に悪い影響を与える可能性と
大きさの積です（図－23）。ここで重要なのは、可能
性と大きさの積だということです。掛け算ですから、

23

可能性がゼロであればリスクはゼロになりますね。可

図－22

能性をどういうふうに考えるかということだと思いま
す。可能性を考えなければリスクというのは生じない
というのは、ここでおわかりだと思います。
一方、アセスメント（図－24）という言葉がありま
す。アセスメントを見てみますと、その対象が周囲に
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及ぼす影響を評価することだとあります。事前評価と
も言われていますし、アセスメントという言葉も使わ
れています。
もう一方、リスクアセスメント（図－25、26）とい
24

図－23
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図－20
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図－24
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う言葉もあります。予想されるリスクが許容されるリ
スクと比較してどっちが大きいのですか。そのために
リスクを軽減して、回避する施策をとる意思決定を行
って、実際にその施策をとって、安全な状態を実践す
るプロセスです。リスクアセスメントです。このプロ
セス全体がリスクマネジメントになりますので、リス
クマネジメントプロセス内の意思決定のサブシステム
がリスクアセスメントということになります。
リスクの予測値が許容値を超える（図－27）。絶対
安全だと言っていました原子力発電所が事故を起こし
ました。そのときは絶対安全ですから、可能性ゼロだ
ったわけですね。予想値がゼロ。最近よく言われる想

図－27

定外ということが、ここに端的に表されたということ
だと思います。
例えば我々の身近に潜んでいる、この前の３.11の
地震も含めて神戸地震、この間、二、三日前ですか、
トルコでも地震があって、日本人の方が亡くなられま
した。地震、津波、洪水、吹雪、土砂崩れ、水質汚濁、
環境保全というようなものが、リスクとして我々のほ
うにかかってきます（図－28、29、30、31）
。
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図－25
図－29
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図－30
13

補強、これはアセットマネジメントです。
３番目の冬期道路の安全性・効率化に関する研究に
関しては、路面管理だとか事故対策、雪氷処理とか視
程障害、これも吹雪というものに対するリスクマネジ
メントに絡んでいます。吹雪の対策施設というものに
関してはアセットマネジメントです。
４番目の寒地耐久性に関する研究（図－35）、凍害
とか地盤沈下、これも、くくればアセットマネジメン
トになりますし、河川に関して、蛇行の復元だとか流

⁛┙ⴕᴺੱᧁ⎇ⓥᚲߪޔ
図－31
土木研究所と２つのマネジメント
今日の講演を主催された独立行政法人土木研究所は
何の目的で設置されているかを、ホームページで見ま
すとこのように書かれています。すなわち、土木技術
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に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成
果の普及を行って、土木技術の向上を図って、良質な

33

図－32

社会資本を効率的に整備して、北海道の開発の推進に
資することが目的だということで、土木研究所という
ものが設立されているわけです（図－32）
。
先ほどちょっと御紹介がありましたように、土木研
究所には外部評価委員会（図－33）というのがありま
して、土木研究所の研究、外部がありますから内部評
価というのもございます。その研究評価に当たって、
私もここの外部評価委員の一人としてお手伝いしたわ
けですけれども、評価対象の研究というのは先ほど午
前中にお話もあったかと思いますけれども、プロジェ
クトと重点研究というものがあります。
前年度で一つの中期計画が終わり、事後評価という

図－33

のを私どもがやらせていただきました。そのときに、
先ほど午前中にお話にあったと思いますが、第２期中
期計画の中の事後評価（図－34）を見てみましょう。
私の講演の後でもお話があると思いますけれども、７
つの分野を見てみますと、最初の寒冷地の高度化利用
に関する研究の中に、施設利用と海氷と構造物に関す
るもの、
これはアセットマネジメントに絡んできます。
海氷と津波、水産生物生息場の整備、これは先ほどお
話ししましたリスクマネジメント、環境に与えるリス
クというふうに考えています。
２番目の斜面崩壊に関しては、崩壊の評価点検とい
うのはリスクマネジメントです。防災工の設計・補修・
14

図－34
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木災害防止というのはアセットマネジメントになりま
しょうし、魚類の問題、環境負荷、結氷時の塩水遡上
機構というようなものは環境に対するリスクマネジメ
ント、バイオガスプラントというものに関しては、こ
れはリスクマネジメントですし、７番目の農業水利施
設（図－36）に関するものとしてはアセットマネジメ
ントだというふうに思います。
農業の方では、アセットマネジメントのことをスト
ックマネジメントという表現をされています。先日、
鹿児島で昔の農業土木学会、今の農村工学会の農道部
会で舗装のマネジメントのお話をさせていただいたと
きに、農林水産省の方では、アセットマネジメントの
ことをストックマネジメントと表現されていますが、
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図－35
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絶対英語で書かないでくださいと私はお話をしまし
た。ストックマネジメントは片仮名で止めておいてく
ださい。英語で Stock Management と表現しますと、
在庫管理という意味になりますので、真意が全く伝わ
りませんということをお話ししてきました。
今までのお話を少々まとめてみますと、この土木と
環境に関する我々の学問というのは、土木研究所の研
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究を含め、すべてアセットマネジメントとリスクマネ
ジメントに集約される（図－37）と思われます。
我々が、要するに橋梁の設計法を勉強したり、補修

37

図－36

法を勉強したり、そういうものもすべてマネジメント
システムの一つに分類されます。
寒地土木研究所の次の中期目標というものが４つ表
されています（図－38）
。安全安心な社会の実現とい
うことで、
これはリスクマネジメントに絡んできます。
グリーンイノベーション、これは環境の問題というこ
とでリスクマネジメント。３番目の社会資本の長寿命
化、これはアセットマネジメントです。そのほかに土
木技術に関する国際貢献というようなものが、次の中
期目標として挙げられています。
このように整理してみますと、すべてのことがリス

図－37

クマネジメントとアセットマネジメントに集約される
ことがおわかりになるかと思います。
人類の進化
ということで、
「マネジメントの時代」なる講演を
ここで終わろうと思ったのですが、どうしてもお話し
たいことが１つあります。人類の進化についてであり
ます。
人類の進化（図－39）というものを考えてみましょ
う。人類の発祥から、何百万年もかかって今の我々が
寒地土木研究所月報

特集号

2011年度 

図－38
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存在しているわけです。人類の知の始まり（図－40）は、
いつからでしょうか。人間だけが知的好奇心を持って
おり、知らないことを知ることに喜び感じるのは人間
だけです。
人類の知の始まりというのはどこから始まったのか
ということを考えてみますと、まずは石器、石を使っ
たと、これ約200万年前だと言われています。その次
に大きなエポックは火の使用です。これはなかなか火
を使ったという証明が難しいらしくて、約170万年か
ら20万年前の間のどこかで使われていたというふうに
言われています。この道具を使い始めた、火を使い始
めたからこそ、何百万年も通じて、知的財産が現在ま

図－40

で脈々と継承されているんだということを、我々は余
り意識していないと思います。
知というのは何でしょうか（図－41）
。それをちょ
っと考えてみましょう。学術、すなわち我々がいろん
な分野に関して学び、発見をする。もう一つは音楽だ
とか絵画とかという芸術の部分。余市近郊のフゴッペ
洞窟にも絵がかいてありましたよね。もう一つは技術、
テクニックです。知はこの三つ（図－42）に分類され
ると思っています。
学術に関しては橋梁の設計であったり、芸術ではコ
ンサートであり、絵であり、技に関してはイチローで

図－41

あり、石川遼などが代表でしょう。
また、知を別の観点から見てみますと、三つの知に
分けられます。まず知の発見、新しい真実を見つけ出
す、
これは研究です。その発見されたことを伝承する、
これが教育であり研修であります。また、そこの得ら
れた知を生活とか環境に対して応用をする、これが知
の応用です（図－43）
。
土木研究所の役割を振り返ってみますと、この三つ
すべてを担っていると思います。大学であれば研究、
図－42

図－39
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図－43
寒地土木研究所月報

特集号

2011年度

知の発見と知の伝承。例えば橋梁のつくり方を一切教
えないで、次の時代に「はい、橋梁をつくってくださ
い」と言われても、全くできないはずですね。それは
知が脈々と伝承されているからです。
「良質な社会資本とすばらしい環境を次の世代に残
すために」
、我々はそのマネジメントシステム、アセ
ットマネジメントとリスクマネジメントを続けていか
なければいけないと確信しています（図－44）
。
ちょうど時間がまいりましたので、つたないお話で
したけれども、聴講の皆様に何らかの糧になれば幸い
でございます。御清聴ありがとうございました。
図－44
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