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※１ 阪神都市圏における阪神高速道路の占める割合 

阪神高速道路は、その他の道路の約３倍の効率で交通量を分担しています。 

また、阪神都市圏における貨物輸送量の５０％は、阪神高速道路が分担しています。  

 
出典：「第２２回阪神高速道路起終点調査」平成１６年度／阪神高速道路公団  

     「平成１７年度道路交通センサス」平成１７年度／国土交通省  

注）阪神都市圏とは、大阪府・大阪市・神戸市の全域と阪神間を合わせた地域です。道路とは、国道・府道・ 

県道・指定市の主要道路です。走行台キロとは、１台の車が１キロを走行する単位です。  

注）貨物輸送量に関しては、第２２回では積載重量のデータを取得していませんが、第２１回の品目別平均 

積載重量を第２２回データに適用して算出しています。  

 

※２ 民営化後の主な取組み成果 

高速道路ネットワークの整備～８号京都線で新たな開通～ 

 

◆大阪地区では、
・都市再生環状道路を形成する大和川線、淀川左岸線および

守口ジャンクションと松原ジャンクション改良を事業中。
・信濃橋ジャンクションについては、機構との協定に盛り込み事

業化すべく準備中。

◆兵庫地区では、
・ラダーネットワークを形成する神戸山手線を神戸線に接続す

る事業を推進中。

◆京都地区では、
・８号京都線[ 上鳥羽～第二京阪道路] 間 が平成20年1月19

日、[ 山科～鴨川東 ] 間が平成20年6月1日に開通。
・ 引き続き、残る [ 鴨川東～上鳥羽 ] 間を事業推進中。

◆京都東部方面から京都中心部へのアクセスに要する時間が大幅に短縮
　　（京都駅と山科区役所との所要時間がピーク時で約半分に。） 

京都

平成２０年 ６月 １日開通

鴨川東～上鳥羽
H22年度完成予定

大阪

兵庫

京都

大和川線
H26年度

（一部H24年度）
完成予定

守口JCT
H25年度完成予定

神戸山手線
H22年度
神戸線と接続予定

淀川左岸線
H24年度及び
H32年度
完成予定

事業箇所図

松原JCT改良
H26年度完成予定

信濃橋ＪＣＴ
事業化準備中
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各アクションプログラム等による取り組み 

 

 

 

ＥＴＣ・料金についての取り組み 

 

 

 

 

○利便増進計画に基づく料金引下げ等の実施  

平成 21 年 4 月 1 日から、国の「生活対策」等を踏まえた「高速道路の有効活用・機能強化の進め方」等に基づき阪神

高速道路のＥＴＣによる通行料金の引き下げを実施。  

（例） ・土曜・休日割引   阪神東線       普通車 700円→500円  

            阪神西線・南線   普通車 500円→350円   

◆ 料金関連施策の実施  
○阪神高速ＥＴＣ１日乗り放題パス等の実施  

土曜・休日の需要喚起と地域振興 に寄不する観点から、ＥＴＣに

より定額で１日乗り放題となる企画割引（阪神高速ＥＴＣ１日乗り

放題ﾊﾟｽ等）を、「通天閣」、「有馬温泉」及び「黒門市場商店街」

等と提携し実施。（H20 年度～H21 年度実績：申込者約 2.7 万

人） 

ＥＴＣ利用率は、平成２１年１０月には日別利用率が８５%を突破  

⇒料金所先頭の渋滞はほぼ解消、さらに排出ガス削減にも寄不  

 

◆ ＥＴＣ普及促進策の実施  
○車載器購入支援施策等の実施  

車載器購入の抵抗感を軽減し、ＥＴＣ利用率を早期に向上させる

ため、平成１６年度より車載器購入支援策等を継続的、かつ、大

規模に実施。  

○ 様々なＥＴＣサービス施策の展開 

ＥＴＣ専用レーンの増設はもとより、二輪車や路線バスへの適用

拡大やＥＴＣ乗継の実施等、多様なサービス施策を展開。 

 

◆ ＰＡ改善アクションプラン  

お客さまに「ほっと」していただける場所として、「きれい・あんしん」「やすらぎ」「ぬくもり」を

感じていただけるよう、これまでの取り組みに加えて改善事項等を第２次アクションプラン

として策定し、順次実施中。  

・ ＰＡ改修・増設要望への取り組み  

リニューアルオープン 朝潮橋(H20.4.1)、京橋（西行）(H20.7.19)、中島(H21.4.25） 

・ 地球環境への配慮  電気自動車充電設備、屋上緑化  

・ ホスピタリティの向上 

・ マーケティングの実施       など 

◆ 新渋滞対策アクションプログラム  

・ 中長期的には道路 ネットワーク整備 

・ 短期的には、交通運用による対策、入路規制や情報提供の充実等の交通管制による

対策、ETC を活用した料金施策による対策（社会実験による時間帯割引等）  

主要な交通集中ポイントの渋滞解消又は緩和を目的として、以下の施策等を実施。 

・ 車線運用等による合流部改良（守口環状合流部、阿波座合流部） 

・ 入路規制等の試行（塚本） 

・ 交差点改良等の出口対策（摩耶東出口、住吉浜西行出口） 

・ レーンマーク等の工夫（深江サグの水平標示） 

◆ 交通安全対策アクションプログラム  

・ カーブ対策 ：すべり止め舗装、ＩＴＳ技術を利用した速度抑制対策・渋滞末尾への追突防止対策  

・ 分合流対策 ： ポストコーンによる整流化、ＩＴＳ技術による合流支援  

・ 本線料金所での対策 ： 混在レーン廃止による追突防止、レーン運用見直し  

・ 落下物対策 ： 料金所等における積載丌良車両への是正指導の強化、落下物の迅速な回収  

  以上の対策等により平成 22年度に平成 17年度比 1,000件減を目標として取り組み中。平成 21年度の事敀件

数は、平成 17年度比約 1,220件減となり、平成 20年度に引き続き目標を達成。 

（深江付近に設置した水平標示 ） 

（京橋 PA） 
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関連事業・新規事業の展開 

今まで培ってきたノウハウや技術力を活かしたコンサルタント事業や、これまで利用していなかった土地を賃貸する不

動産賃貸事業などを行っています。また、グループの一員である阪神高速サービス㈱と連携して「THRU WAY カード」事業

も行い、阪神高速の ETC普及促進と併せて沿道地域活性化・利用促進策となる商品の開発を進めています。 
 

       
駐車場事業                丌動産賃貸事業                   スルーウェイカード事業 

 

大阪港咲洲トンネル・夢咲トンネルの管理 

阪神高速では、指定管理者として平成 21年 6月から大阪

港咲洲トンネルを、8 月からは夢咲トンネルもあわせて管

理運営しています。 

高速道路事業で培った豊富な経験を活かし、両トンネル

の安全な通行を確保することや、阪神高速道路と一体的に

管理することで大阪港の国際競争力に寄与したいと考えて

います。 

 

 
 

環境への取組み・地域・社会への貢献 

 

 

 

 

◆地域との交流  

 大阪文化の発見・創造・発信の拠点として、大阪ミナミのアメリカ村付近の １号環状線

高架下を活用して「Loop A」を開設。ミナミ活性化を目指す地域の団体と連携してアーテ

ィストなどの交流の場を提供。 

◆社会とのパートナーシップによる景観形成  

・毎年夏季と冬季に、湾岸線の橋梁ライトアップを実施。  

・水都大阪の新しい夜間景観を造り出す「堂島川ライトアップ」

事業に参画。  

・天王寺動物園のサイ舎エリアの背景にあたる高速道路の遮

音壁にアフリカサバンナの景色を描き、修景する事業に参画。  

◆環境負荷低減に向けた取り組み  

・３号神戸線及び国道４３号沿道の大気環境改善を目指し、環

境ロードプライシングを試行実施中。平成２１年４月からは ETC

無線通行の料金大型車について、内容（割引範囲、割引率）

を拡充。さらに平成２２年３月からは対象車両を拡充（条件付

きで料金普通車の一部の普通貨物車、マイクロバス等）。 

・低炭素社会の実現への取り組みとして、環境性能に優れた電

気自動車の普及促進に貢献するため、中島 PA に急速充電

器を設置。  

・阪神高速の環境配慮行動及び社会的な取り組みの概要をま

とめた「環境・社会への取り組み」を発行。  
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コスト縮減の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

阪神高速道路事業にかかるコスト縮減については、民営化以前から推進し機構との協定に盛り込んだ施策を
継続して着実に実施するとともに、民営化後、更に以下のコスト縮減の取り組みを実施  

★高速道路事業全般 

 ●契約手法の見直し  

□入札契約方式の改善  

◆一般競争入札方式の全面導入（250万円以上の工事）  

◆デザインビルド方式を可能な工事に適用  

◆概ね１億円以上の工事を対象に価格協議方式を導入  
 

●効率的執行体制の導入  

□グループ経営体制の整備  

管理４業務（保全点検、管理修繕業務、料金収受業務及び交通 

管理業務）の効率的な運営  

◆一拢発注及び発注ロット拡大による事務の効率化・円滑化   

◆交通管理隊によるポットホールの応急補修    
 

●日常管理業務でのコスト縮減の取り組み  

□日常管理業務の細部に渡る徹底した見直しを実施し、   

会社の自助努力 により約７億円の管理費を縮減 （H20）  

【主な縮減メニュー】 ・電力調達の契約方法変更等による光熱費の減             

・新会計システムの保守の見直しによる減    等  

 

★京都圏での管理コスト縮減の取り組み 
□事業部制の導入 

  建設、管理部門の一体化(京都事業部)による効率的な運営  

□管理、運営業務の合理化  

◆料金収受の合理化（自動料金収受装置の導入）   

◆効率的な維持工事の実施（路面清掃等の他社委託）及び交通巡回と路上点検の一体的実施  

◆現下の交通量、供用初年度であること等を踏まえ、安全安心を確保したうえで、下記の更なる縮減を実施（H20）  

【主な縮減メニュー】 ・稲荷山トンネルの換気運転時間の縮小等による減          

・保守点検の点検頻度見直し（法定点検のみ実施）による削減   等  
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※３ 新成長戦略（基本方針） 【平成 21 年 12 月 30 日閣議決定 関係部分抜粋】 

２．６つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 

（１）グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略 

【2020 年までの目標】 

『50 兆円超の環境関連新規市場』、『140 万人の環境分野の新規雇用』、『日本の民間ベースの技術を

活かした世界の温室効果ガス削減量を 13 億トン以上とすること（日本全体の総排出量に相当）を

目標とする』 

【主な施策】 

● 電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギーの普及 

● エコ住宅、ヒートポンプ等の普及による住宅・オフィス等のゼロエミッション化 

● 蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化など、革新的技術開発の前倒し 

● 規制改革、税制のグリーン化を含めた総合的な政策パッケージを活用した低炭素社会実現に向け

ての集中投資事業の実施 

 

（３）アジア経済戦略 

【2020 年までの目標】 

『アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）を構築』、『アジアの成長を取り込むための国内改革の推進、ヒ

ト・モノ・カネの流れ倍増』、『「アジアの所得倍増」を通じた成長機会の拡大』 

【主な施策】 

● 2010 年の APEC ホスト国として貿易・投資の自由化を積極的に推進、我が国としての FTAAP の

道筋（ロードマップ）策定 

● アジア諸国と共同で日本の「安全・安心」の国際標準化を推進 

● 官民あげての鉄道、水、エネルギーなどのインフラ整備支援や環境共生型都市の開発 

● 羽田の 24 時間国際拠点空港化やオープン・スカイ構想の推進、ポスト・パナマックス船対応の

国際コンテナ・バルク戦略港湾の整備 

● ヒト・モノ・カネの流れを阻害する規制の大胆な見直し 

 

（４）観光立国・地域活性化戦略 

～地域資源の活用による地方都市の再生、成長の牽引役としての大都市の再生～ 

【2020 年までの目標】 

『地域資源を最大限活用し地域力を向上』 

『大都市圏の空港、港湾、道路等のインフラの戦略的重点投資』 

【主な施策】 

● 定住自立圏構想の推進、過疎地域の自立・活性化支援 

● 特区制度を活用した都市再生・地域再生 

● 大都市圏のインフラの整備における PFI、PPP 等の活用 
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※４ 関西の状況（人口・自治体財政） 

（関西ビジョン 2020 参考資料より） 
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※５ 関西ビジョン２０２０ 【平成 20 年 10 月 関西経済連合会】 

～2020年関西の“ありたき姿”～ 

１．多様性・活力関西 

多様性（ダイバーシティ）の高まりによって地域に新たな活力が生じる。 

多様性は創造性を生み、世界が直面する課題解決への提案も次々に発信。 

２．技術・創造力関西 

多様で層の厚いものづくり基盤産業の集積と大学・研究開発拠点との連携・融合により、世界が希

求する革新的な技術、商品・サービスが続々と生まれる。 

３．自立・地域力関西 

世界的な地域間競争のなかで、自ら考え判断し、関西一体となって行動する自立した地域となり分

権型社会を先導する。 

～２０２０年の関西は、世界の持続的発展に貢献～ 

 

 

※６ 近畿圏広域地方計画 【平成 21 年 8 月 国土交通省】 

～関西の目指す姿～ 

１．歴史・文化に誇りを持って本物を産み育む圏域 

２．多様な価値が集積する日本のもう一つの中心圏域 

３．アジアを先導する世界に冠たる創造・交流圏域 

４．人と自然が共生する持続可能な世界的環境先進圏域 

５．都市と自然の魅力を日常的に享受できる圏域 

６．人々が自律して快適で豊かに暮らせる高福祉圏域 

７．暮らし・産業を支える災害に強い安全・安心圏域 
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※７ 道路の将来交通需要推計に関する検討会＜国土交通省道路局＞報告書（Ｈ20.11.21） 
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※８ ありたき姿・関西の目指す姿を達成するためのテーマ・戦略 

○関西ビジョン２０２０ ～2020 年に向けた「重点テーマ」～ 

（１）「環境・エネルギー革命」で世界を大転換！ 

→新エネ、省エネ、原子力で「低炭素化社会」を先導。 

（２）「くらしを“面白くする”ビジネス」「観光」で世界をリード！ 

→「情報家電」「食」「コンテンツ」「観光」「スポーツ」「医療」などで、世界の人々のくらしを

“面白く”する 

（３）「KISP」強化でアジア・世界の「ものづくり拠点」に！ 

→技術力ある中堅企業群を強化し、関西をアジア・世界のものづくりを支える地域に。アジア

No.1高効率の物流インフラを整備。 

（４）「知識と知恵」の一大集積・創出拠点に！ 

→世界中の企業・大学の「連携・融合」で、これから生じるどんな世界的課題にも解決を提案 

（５）道州制の実現で分権型社会を構築！ 

→道州制の実現で、国際的に魅力と競争力ある地域に 

 

○近畿圏広域地方計画  

 ～目指す姿を実現するための戦略～（関係部分抜粋） 

１ 歴史・文化に誇りを持って本物を産み育む圏域 

（３） 広域観光・国際観光の圏域形成 

③ 圏域内外の世界遺産等の観光資源をつなぐ歴史街道、熊野古道、瀬戸内海クルーズ等の広域的な

周遊観光ルートを形成するため、陸・海・空の交通網を整備し、観光地への交通の利便性を向上

させるとともに、高速道路における料金引下げ等により、交通網を有効活用する。また、日本風

景街道等の取組を推進し、地域固有の景観・自然を体感できる移動空間を多様な主体の協働の下

に形成する。 

２ 多様な価値が集積する日本のもう一つの中心圏域 

（１） 圏域全体での総合的な経済力の向上 

③ 各地域の潜在力を高めるため、環状道路等の高規格幹線道路の整備等拠点間を結ぶ交通・情報通

信網の強化や都市部を中心とした慢性的な道路渋滞の解消を図る。また、関西国際空港を始め関

西の既存空港の連携強化、首都圏等との航空路線網の充実、交通面や経営面の改善等を通じて空

港の利便性向上を図るとともに、阪神港等の国際ゲートウェイ機能を強化し、圏域内外との人流・

物流を一層円滑化する。 

３ アジアを先導する世界に冠たる創造・交流圏域 

（４） アジア・ゲートウェイを担う陸・海・空の交通網の強化 

① 成長著しいアジアを始めとする世界とのゲートウェイ機能を担うため、阪神港と関西国際空港を

拠点とした国際海上・航空輸送網の拡充や国際輸送と国内輸送の緊密な連携を図る陸・海・空の

交通網を強化し、国際物流に係る出発点から到達点までの時間・費用を縮減する。 

⑤ 圏域内外の産業・物流拠点間の交通利便性向上により物流を効率化するため、拠点的な港湾・空

港から高速道路等への接続強化や国際標準コンテナ車の通行支障区間の解消、産業・物流・研究

開発拠点や各地域を結ぶ高速交通網の形成・機能強化、追加インターチェンジの整備や料金引下

げ等による高速道路網の有効活用・機能強化、鉄道貨物輸送の強化を推進する。また、内陸部の
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広域交通の要衝において、物流を効率化する拠点整備を進める。 

４ 人と自然が共生する持続可能な世界的環境先進圏域 

（１） 地球温暖化対策の推進 

② 低炭素社会の実現に向けて、戦略的な都市交通の構築、都市機能の適正配置の推進、中心市街地

の整備・活性化等により、拡散型都市構造から集約型都市構造への転換を図る。また、家庭・企

業単体ではなく、街区やまち全体でＣ Ｏ 2 排出量削減に取り組む都市に対し、計画から実証に

至るまでを総合的に支援する。 

③ ＣＯ2 排出量削減に寄与する環状道路等幹線道路網やＩＴＳ（高度道路交通システム）の整備、

鉄道とバス等の乗り継ぎの利便性向上やパーク・アンド・ライド等のＴＤＭ（交通需要マネジメ

ント）の推進、モーダルシフト等の効率的で環境にやさしい物流（グリーン物流）の推進、ＬＲ

Ｔ（次世代型路面電車システム）等の鉄軌道の整備、電気・燃料電池自動車等の次世代環境対応

車の導入促進等、交通関連の対策を総合的に推進する。 

５ 都市と自然の魅力を日常的に享受できる圏域 

（２） 高度な都市機能と良好な都市環境の確保 

⑤ 鉄道の相互乗入れ等による都市内鉄道の整備、軌間可変電車（ フリーゲージトレイン） の開発

等の新たな鉄道技術の動向を踏まえた鉄道の高速化、鉄道の複線化、関西圏の環状道路等の高規

格幹線道路・地域高規格道路・幹線道路等の整備、連続立体交差化等の踏切対策や交通結節点の

改善、ＩＴＳを用いた既存の道路施設の有効活用等を行い、都市間を円滑に連絡する機能を充実・

強化するとともに、慢性的な交通渋滞を解消する。 

⑦ 都市の個性を活かしつつ、住民、事業主、地権者等が、市街地開発と連動したまちづくり、空き

家の増大への対応、地域美化、イベント開催等に主体的に取り組むエリアマネジメントを推進し、

その効果を都市全体へ波及させる。 

６ 人々が自律して快適で豊かに暮らせる高福祉圏域 

（３） 安全・安心で魅力ある地域づくりの推進 

④ 安全・安心な道路交通環境をつくるため、道路施設のバリアフリー化や交通安全施設の整備、通

学路の歩道整備、踏切の除却や構造改良等の交通安全対策を推進する。また、橋梁等の既存の道

路施設の老朽化が進む中で、定期的な点検により損傷が軽微な段階で補修を行うなどの計画的な

道路管理を推進する。 

７ 暮らし・産業を守る災害に強い安全・安心圏域 

（１） 防災・減災対策の推進 

① 近い将来発生が危惧される東南海・南海地震等や大規模な直下型地震による被害を低減させるた

め、道路、鉄道、河川・砂防、海岸、港湾・空港、上下水道、公園等の公共施設や住宅・建築物・

宅地の耐震化と無電柱化を進める。また、老朽木造密集市街地において、老朽住宅の建替えや避

難・延焼防止に有効な道路・広場・空地等の整備を推進するとともに、防火・準防火地域の指定

や民間住宅の不燃化の啓発を行い、民間建築物の不燃化を推進する。 

③ 災害時に救援・救助や迅速な復旧・復興活動を円滑に行うため、防災相互通信波等の活用、代替

可能な複数の輸送・移動経路の確保や基幹的広域防災拠点等の整備・機能強化を図るとともに、

道路、河川、港湾・航路、空港・ヘリポート等の災害時にも機能する輸送路等の整備・保全を推

進する。 

⑤ 圏域全体の諸機能を停止させないよう、公的機関や民間事業者等がＢＣＰ（ 業務継続計画）を

策定するとともに、各々のＢ Ｃ Ｍ（ 業務継続管理） 間の連携を強化する。さらに、水、食料、
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仮設住宅等の復旧資材の相互援助等を推進する。 

⑩ 河川管理施設、海岸保全施設、道路構造物や上下水道施設については、その状態を常に点検・診

断し、致命的欠陥が発現する前に速やかに対策を講じる。また、ライフサイクルコストの縮減を

図る「予防保全」の考えに立ち、計画的かつ効果的に維持・更新することにより、誰もが安心し

て暮らせる安全な地域づくりを推進する。 

（２） アジア・太平洋地域の国際防災拠点の形成 

① 国内外の防災関係者を対象とした防災研修を防災関連機関が共同して実施することにより、阪

神・淡路大震災の経験と教訓等から得た防災に関する知見や防災技術を世界に伝え、普及させる。 

② 防災関連機関の相互協力体制を活かし、アジア・太平洋地域での甚大な災害発生時において、現

地での復興支援、人道支援、心の治療等を実施する。 

 

 

※９ 平成２１年度 お客さま満足度に関するアンケート調査結果 ～満足度と重要度～ 

 

○総合満足度：「３．５」

○項目別満足度・重要度

順位

1 料金所スタッフ応対 3.9 路面の管理状態 4.5

2 主な支払い方法 3.9 落下物処理 4.5

3 路面の管理状態 3.8 事故･故障車への対応 4.4

4 落下物処理 3.5 渋滞対策 4.4

5 通行止等の事前広報 3.5 現在の料金設定 4.4

6 事故･故障車への対応 3.4 現在のＥＴＣ割引制度 4.3

7 出発前の情報提供 3.4 入口前の情報提供 4.3

8 高速走行中の情報提供 3.4 案内表示内容･標識数 4.3

9 各ＰＡのトイレ 3.4 高速走行中の情報提供 4.2

10 道路ネットワークの充実度 3.3 他の高速道路への案内表示 4.2

11 料金所でのレーン配置 3.3 工事手法選択 4.1

12 入口前の情報提供 3.3 道路ネットワークの充実度 4.1

13 案内表示内容･標識数 3.3 料金所でのレーン配置 4.1

14 他の高速道路への案内表示 3.3 通行止等の事前広報 4.1

15 阪神高速に関する情報の調べやすさ 3.3 料金所スタッフ応対 3.9

16 期間限定で販売する乗り放題企画 3.2 出発前の情報提供 3.9

17 阪神高速の広報活動 3.2 各ＰＡのトイレ 3.9

18 各ＰＡの販売サービス 3.1 主な支払い方法 3.8

19 工事手法選択 3.0 阪神高速に関する情報の調べやすさ 3.7

20 現在の乗継制度 2.9 阪神高速のＰＡ数や設置箇所 3.7

21 現在のＥＴＣ割引制度 2.8 現在の乗継制度 3.6

22 阪神高速のＰＡ数や設置箇所 2.8 各ＰＡの販売サービス 3.5

23 渋滞対策 2.6 期間限定で販売する乗り放題企画 3.2

24 現在の料金設定 2.4 阪神高速の広報活動 3.2

満足度 重要度

　阪神高速道路をご利用のお客さまを対象に、総合満足度と項目別満足度・重要度の５段階評価を尋ねるアンケート
調査を毎年度実施している。平成２１年度においては、５，７６７名のお客さまから回答を得た。
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※１０ ミッシングリンク 

大阪都市再生環状道路など、その区間が未整備となっているために、阪神高速道路のネットワー

クが有効に機能しない路線等のこと。 

 

 

 ラダーネットワーク 

 神戸市を中心とする兵庫地区では、東西に走る北神戸線、神

戸線、湾岸線とそれらを結ぶ神戸山手線などの南北方向の路線

を梯子状に組み合わせるラダーネットワーク構想を策定して

おり、湾岸線（西伸部）や神戸線と湾岸線の渡り線などが未完

成となっている。ラダーネットワークの整備により次のような

効果が期待される。 

 神戸線から湾岸線への交通転換により、渋滞の緩和や神戸

線沿道環境の改善が期待 

 ラダーネットの充実により災害時などのリダンダンシーの

確保が期待 

 関西国際空港や神戸空港、神戸港などの交通・物流拠点や、

文化施設、商業・レジャー施設が多数ある大阪湾岸部への

アクセスが向上することにより、神戸・阪神地域の産業の

活性化が期待 

 大阪都市再生環状道路 

大阪都市再生環状道路とは、大阪市を中心とする延長約 60

ｋｍの環状道路で、湾岸線、淀川左岸線、近畿道、大和川線

等で構成され、淀川左岸線（延伸部）がミッシングリンクと

して残っている。大阪都市再生環状道路が完成すると次のよ

うな効果が期待される。 

 都市圏内への通過交通が減り、渋滞が緩和 

 新幹線駅や空港などの交通拠点へのアクセスが向上 

 災害時の避難・救援活動を支える広域緊急交通路として機

能することが期待 

 渋滞の緩和によりバス・タクシーなどの所要時間の信頼性

が向上 

 交通ネットワークの整備を通じて、商業・業務・文化など

の機能を持つ新たな都市拠点の形成をバックアップする

ことが期待 
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※１１ ミッシングリンク解消に向けた整備路線等 

大和川線           ：平成２６年度完成予定 

（松原市三宅西～同市三宅中   ：平成２４年度完成予定） 

淀川左岸線          ：平成３２年度完成予定 

（大阪市此花区島屋～同区高見  ：平成２４年度完成予定） 

神戸山手線          ：平成２２年度完成予定 

油小路線（鴨川東～上鳥羽間）  ：平成２２年度完成予定 

守口ＪＣＴ          ：平成２５年度完成予定 

松原ＪＣＴ北西渡り      ：平成２６年度完成予定 

 

信濃橋渡線          ：平成２１年１月１６日都市計画決定 

大阪湾岸道路西伸部      ：平成２１年３月６日都市計画決定 

淀川左岸線延伸部       ：平成１８年１２月ＰＩ手続き終了 

名神湾岸連絡線        ： 
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※１２ 新しい速度制御技術 

○ シークエンスデザイン 

シークエンスデザインとは連続的に展開する模様のことで、これらを適正に配置することに

より、心理的に運転者に速度抑制を促す効果が期待されます。この技術は我が社が実用新案を

取得した新技術です。デザインの構築にあたっては、インターネットや現場見学会などを利用

し、ＣＧを用いたアンケート調査によって運転者の行動をより実際に近い形で調査・分析する

ことで仕様を設定しました。京都線稲荷山トンネルにおいて導入された際には、京都らしさを

イメージさせる「竹林」を基本デザインとし、地域への密着性を考慮した快適な走行環境を演

出しています。 

 

トンネルでのシークエンスデザイン採用例 

 

※１３ ジョイントレスに関する技術開発 

○ 床版連結によるジョイントレス化 

床版連結は適用性が広く、従来、ジョイントレス化は主桁連結（隣接する桁同志の連結）が

可能な I 桁が対象であったが、これに適さない箱桁においても床版を連結することによりジョ

イントレス化が可能となります。施工にあたっては施工時間が比較的長時間となることから、

交通遮断を極力避けるため、更なる技術開発によりこれを短縮し、実施可能なものとします。 

     

○ 埋設ジョイントによるジョイントレス化 

埋設ジョイントは桁の伸縮を舗装体で吸収するものであり、その適用は舗装の伸縮性に依存

します。ジョイントレスの適用を広げるために、大きな伸縮性を持った舗装体、床版との伸縮

部滑り材の開発等を行います。 
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※１４ 都市高速道路の交通特性に基づく性能照査型の設計活荷重の検討 

阪神高速道路の交通調査データをもとに、都市高速道路の地域交通特性、特に都市部で頻繁

に発生する渋滞特性を反映した道路橋の設計活荷重に関する検討を行います。交通調査データ

によりモデル化した車両群が道路橋を通行するシミュレーション解析を行い、都市高速道路の

地域交通特性を反映した実態の活荷重に対して道路橋が保有する耐荷性能や疲労性能を照査す

る合理的な設計法の開発を目指します。 

 
 

 

※１５ 狭隘部の塗膜除去技術 

塗膜除去技術には、従来から電動工具（サンダー）やワイヤーブラシ等を用いて古い塗膜や

さびを除去する方法がありますが、鉄素地を完全に露出させる１種ケレンと呼ばれる塗膜除去

が必要な場合には、鉄球等の研削材を素地調整面に噴射するブラスト法が用いられます。しか

し、ブラスト法は作業空間が確保できる施工条件のよい状況では作業が可能ですが、橋桁の端

部や橋脚はり上等の狭隘部で作業空間が狭い場合には、ブラスト作業が困難になります。上記

の問題を解決するため、ブラスト装置の小型化などにより、作業空間が狭く、複雑な形状の素

地調整面でも１種ケレンに相当する塗膜除去が可能な技術の開発を目指します。 

 

 

※１６ ロジックモデル 

ロジックモデルとは、維持管理の効率化を推進する観点から、最終的な成果を設定し、イン

プット（資源・活動）、アウトプット（結果）、アウトカム（成果）を指標化（数値化）し、そ

れを実現するために何を行う必要があるかを体系的に示したものです。各指標データを蓄積し、

維持管理マネジメントサイクルの継続的な改善を通して管理水準の最適化を図ります。 

 

都市高道路
の交通特性

車両・重量特性

渋滞特性

（車種分類，車種構成比）

車両配列特性

車両

重量

通常渋滞

突発渋滞

車長

車間距離

（車重，軸重）

発生頻度，発生箇所，
渋滞長

（車種分類）

（速度帯の区分）


