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１.はじめに
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本州四国連絡高速道路（以下、「本四高速道路」という。）は、世界で最高の技術と最大の規模を誇る長大橋梁群を中心とする神戸淡路
鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道(瀬戸大橋）、西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）で構成されており、私たちＪＢ本四高速グループ

（以下、「当社グループ」という。）は、お客様に安全、安心、快適にご利用いただけるよう、サービスを提供するとともに、本州と四国を結
ぶ3ルートが地域の交流、活性化に貢献するよう努めています。

現在、3ルート合計の通行台数は1日当たり、約11万台を超え、2017年度年間では4,296万台と、6年連続で過去最高となり、本四間自動
車交通量は、大鳴門橋が開通した1985年以降、約3.4倍に増加しました。また、交流人口は約2倍に増加し、このうちの約84％を本四高速
道路が担い、瀬戸内地域のみならず、日本国内の経済の活性化、生活の豊かさの向上に貢献しています。
2014年には本四高速道路が全国路線網に編入され、全国共通水準を基本とする新たな料金が導入されました。また、2018年に神戸淡
路鳴門自動車道は全通20周年、瀬戸中央自動車道は開通30周年を迎えました。これらを通じ、本四高速道路は、瀬戸内両岸を結ぶ重
要な社会資本として、経済、交流の活性化にストック効果を着実に発揮していることが再認識されました。 2019年には西瀬戸自動車道が
全通20周年を迎えます。また、2020年には、前身の本州四国連絡橋公団が設立して50年、民営化により当社グループが誕生して15年の
節目の年を迎えます。

当社グループでは、中央支間長1,991ｍの世界最大の吊橋である明石海峡大橋をはじめ、海峡部長大橋を200年以上の長きにわたりご

利用いただけるよう、アセットマネジメントの考えを導入して、体系的な予防保全を行っています。また、積極的に技術の高度化、開発に
取り組むとともに、瀬戸内の大動脈となっている本四高速道路において、橋梁の耐震化、自衛隊、国の機関と連携したあらゆる災害を想
定した訓練等を行うことにより、本四高速道路の強靱化を進めます。

日本を取り巻く環境は、少子高齢化の進行、地域人口の減少等が進む一方、 2019年には瀬戸内国際芸術祭、ラグビーワールドカップ、
2020年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会、2021年にはワールドマスターズゲームズ、2025年には大阪・関西万博が開催され
るなど、多くのお客様が瀬戸内にお越しいただける機会が訪れることになります。瀬戸大橋は、2018年に国際記念物遺跡会議（イコモス）
の「日本の20世紀遺産20選」に選出されるとともに、 「瀬戸内の島々」は、NYタイムズが選ぶ「2019年に行くべき52か所の旅行先」に日本
で唯一7位にランクインし、これまで以上に瀬戸内地域が日本国内外から脚光を浴びることになります。これらを契機に、これまで以上に

関係する自治体、機関及び企業などと連携し、地域の交流、活性化に努めます。また、インフラツアーや、ライトアップの充実など、「橋」
の持つ観光要素としてのポテンシャルを発揮させ、より多くの皆さまに利用していただくことでその価値を高めます。

当社グループは、2005年10月にＪＢ本四高速グループの基幹的な活動方針を定めた経営理念を、2008年には瀬戸内に立脚する企業と
しての長期的な事業方針として瀬戸内企業ビジョンを策定・公表しました。今回策定する行動計画2019-2021はビジョン実現に向けて、よ
り具体化された計画と位置づけられ、「交流と技術による地域貢献」を全体の目標として取り組むこととします。
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経営理念
Bridge：Communication & Technology

私たちは、本州と四国を結ぶ世界に誇る橋を良好に保つことにより、人と物の交流と地域の連携を推進し、経済の発展と生活の

向上に寄与します。

また、これまで培ってきた橋の建設、管理技術を活用して、広く社会に貢献します。

１．お客様に安全、安心、快適に利用していただけるよう、サービスの充実に努めます。

２．2 0 0 年以上の長期にわたり利用される橋をめざし、万全な維持管理に努めます。

３．橋梁技術のフロントランナーとして、技術の継承・高度化を推進します。

４．瀬戸内の美しい自然を大切にし、環境に配慮します。

５．公正で効率的な運営により、経営の安定と成長をめざします。

瀬戸内企業ビジョン（骨子）

私たちは、瀬戸内に立脚する企業として、｢経営理念｣に基づいて、７つの観点から瀬戸内企業としての活動を実践してまいります。

１．お客様への安全、安心、快適なサービスの提供

２．200年以上の利用を目指した万全な維持管理

３．技術の活用

４．環境への取組

５．地域との協働

６．情報の発信

７．資産の有効活用

2.基本方針
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JB本四高速グループは、安全かつ快適な交通の確保と地域間の交流を図れるよう

「交流と技術による地域貢献」を目標に取り組みます。
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インフラツアー ライトアップ しまなみサイクリング

ケーブル点検 ドローンを用いた点検
海外との技術交流

（コンゴ民主共和国にて）最新技術を用いた点検
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3. 行動計画2019-2021の主な取組
第１章「瀬戸内企業としての地域貢献」では、交通の大動脈となっ
ている本四高速道路について、瀬戸内の日常生活、安定的な経
済活動に寄与するため、橋梁の耐震化推進、関係機関との連携
強化等、防災マネジメントの向上に取り組みます。
また、「ニューヨークタイムズが選ぶ2019年に行くべき52箇所の旅
行先」が発表され、日本からは唯一「瀬戸内の島々」が第7位にラ

ンクインしました。日本国内外から瀬戸内が注目されており、近年
の観光客増加状況等の傾向に鑑みると、今後は「観光・レジャー
分野」における、さらなる交流の促進に取り組みます。当社が実
施しているインフラツアー、ライトアップ、サイクリングロード、せと
うち美術館ネットワークなどの観光コンテンツについて、経済界、

自治体等が参加する「環瀬戸内海地域交流促進協議会」や瀬戸
内地域で観光施策を推進する事業者など多様なプレイヤーとの
連携を強化し、これらのコンテンツの魅力を高めます。

さらに、周辺の観光資源と組み合わせた旅行商品開発の推進、
効果的なプロモーションの展開を行うとともに、｢業務・生活分野」
においても一定の目標等を盛り込んだ方針を策定し、当該分野に
おける更なる交流の促進に取り組むことを、本期間中の目標とし
ています。

第２章「安全・安心・快適なサービスの提供」では、快適な
空間を提供するために、道路路面や道路案内等の充実に取り
組むとともに、安定した交通の確保に努めるため、橋梁、ト
ンネル等の道路施設の確実な点検と、その結果に基づく計画
的な補修を実施するなど、道路施設の機能保全に関する施策
に取り組みます。また、安心して走行いただくために、24時
間365日体制で道路を監視する管制業務や道路巡回業務等の

実施による交通事故防止等の施策に加え、SA・PAの魅力向上
に取り組みます。

さらに、瀬戸内の基幹インフラを担う企業として、地域の
自然や地球環境へ配慮する施策に取り組むことを本期間中
の目標としています。

第３章「長大橋技術による交流基盤の強化」では、世界最高水準
の技術を活用して建設された明石海峡大橋をはじめとする長大
橋について、200年以上の長期にわたりご利用いただけるよう、

万全かつ効率的に維持管理を行います。アセットマネジメントの
考えを導入した体系的な予防保全、ロボット・ドローン・赤外線
サーモグラフィを用いた点検技術、当社が世界に先駆け開発し
たケーブル送気乾燥システムの高度化、コスト縮減に大きく貢献
する塗替塗装のさらなる技術開発に取り組みます。

さらに、国内外の長大橋建設・維持管理への技術支援、長大橋
管理者との技術情報の交換、技術情報の発信などに積極的に
取り組むことを本期間中の目標としています。

第４章「組織パフォーマンスの向上」では、第1章～第3章に示し

たこれらの取組を最大限に発揮できるよう、個々の社員の能力
の向上とともに、働きやすい職場環境の整備を行います。

また、グループ一体となり、最大のパフォーマンスが発揮できる
よう、グループ一体となった業務運営に取り組むことを本期間中
の目標としています。

これらの目標を達成するため、これからもＪＢ本四高速グループ
は全力で取り組んでまいります。
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1-1 大規模地震災害への対応

本四高速道路は、全国の高速道路ネットワークの一翼を担うとともに、瀬戸内地域における交通の大動脈となっています。
防災マネジメントの向上に取り組み、日常生活はもちろん、効率的な物流ネットワーク、安定的な経済活動に寄与します。
大規模地震発生時においても、橋梁の被害を最小限に抑え早期に交通路を確保するため、橋梁の耐震性能の向上を図ります。
道路･鉄道併用橋である瀬戸大橋の耐震性向上を図るため、吊橋、斜張橋及び与島高架橋の耐震補強工事を推進しており、2020
年度に完了します。
さらに、30年以内に震度6弱以上の揺れの発生確率が26％以上の地域に位置する橋梁について、2021年度までに耐震補強を全て
完了することを目指します。

神戸管内(室津高架橋) 坂出管内(番の州南高架橋)

大規模災害を想定し、防災体制メンバー構成、対策本部設置箇所等の検討を行い、ＢＣＰ（事業継続計画）を2019年度中に更新するとと
もに、応急復旧資材の備蓄等の充実、様々な防災訓練や交通管制システムの相互バックアップ訓練等を実施します。

また、災害時の緊急交通路として、円滑に機能するよう、陸上自衛隊、国の機関、地方自治体等関係機関との協定締結や合同防災訓
練などを通じて、連携を強化し、さらなる防災対応力の向上を図ります。
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1-2 防災対応力の向上

第1章 瀬戸内企業としての地域貢献

取組1.本四高速道路の強靱化

陸上自衛隊第１３旅団「応急復旧資材（敷鉄板／サンドル材）」積込み・積卸し訓練

鳴門管内(平池橋) 岡山管内(粒浦橋)

管制室 資機材の充実(段差発生時の対応）

6
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1-3 異常気象への対応
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通行止め等が予測される場合、お客様に対し、ホームページ等を通じて、注意喚起、広域迂回の呼びかけを実施するとともに、他高速道路
会社と連携し、情報提供の強化に取り組みます。

最大12時間先までの気象情報提供

本四高速道路の気象情報提供

ホームページにての広報（ドライバーズサイト）

強風による通行止め状況ホームページにての広報（ドライバーズサイト）

近年多発している異常気象に対応するため、地域性（局所的影響）、履歴情報、観測データの分析など、最新の知見を踏まえ、気象予測の精
度向上を図ります。
例えば、台風などの強風特性として、走行車両に影響する横風や瞬間風速などを分析のうえ、防災体制支援情報に反映し、防災活動の活用
に繋げます。



「ニューヨークタイムズが選ぶ2019年に行くべき52箇所の旅行先」が発表され、日本からは唯一「瀬戸内の島々」が第7位にランクインしました。
瀬戸内地域に注目が集まるなか、国内外の観光客等による交流促進の観点から、「せとうちDMOおよびその関係DMO」、「自治体観
光部局」、「旅行会社」等との幅広い民間事業者が一堂に会したワークショップ、シンポジウム等を通じ、当社提供のインフラツ
アーに係るインバウンド目線での改善、周辺地域の観光資源とも組み合わせた周遊型旅行商品の企画開発に取り組み、更なる交流
の促進に繋げます。

行動計画2019-2021

取組2.観光施策の推進による地域への貢献

8

2-1 多様なプレイヤーとの連携強化による貢献力の向上

自治体
観光部局

せとうちDMO
関係DMO

本四高速

市役所等
観光部局

交通事業者
旅行会社等

幅広い分野の民間事業者

地方運輸局

有識者

ワークショップ等の構成員イメージ

せとうちDMO資料を一部加工

エリア個々のプロダクトの接続による周遊ルートの形成（イメージ）

今
後
、
横
断
的
施
策
推
進
の

枠
組
み
が
重
要
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明石海峡大橋ブリッジワールド参加人員の推移明石海峡大橋ブリッジワールド

9

2-2 インフラツアー・ライトアップの充実化による貢献力の向上

明石海峡大橋ブリッジワールド等各ルートにおけるインフラツアーは、 2005年度から実施し、国内外問わず多くのお客様に、ご

参加いただいています。
今後は、インフラツアーを組み入れた旅行商品開発の推進・効果的なプロモーション活動の展開、インフラツアー提供機会の拡
大等、観光コンテンツとしての魅力度の向上に資する施策を検討、展開します。
また、｢橋の科学館｣にて実施している長大橋技術や本四高速道路沿線の文化を紹介する講演会、児童を対象とした夏休み自由研
究教室を継続、充実させ、更なる魅力の発信に取り組みます。

各ルートにおいて実施してきたライトアップについて、瀬戸内国際芸術祭等の各種イベント、クルージングツアー等の活性化に
貢献する視点を重視して取り組みます。例えば各ルートにおけるビューポイントの選定･紹介、ライトアップ等を組み入れた旅
行商品開発の推進、効果的なプロモーション活動の展開等の施策を検討、展開します。

明石海峡大橋（淡路島より） 来島海峡大橋（亀老山より）瀬戸大橋（鷲羽山より）

夏休み自由研究教室橋の科学館（ＶＲ体験中の様子）

0人

2,000人

4,000人

6,000人

8,000人

10,000人

12,000人

14,000人

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

明石海峡大橋ブリッジワールド参加人員の推移

国外 国内



瀬戸内しまなみ海道は、CNNの世界7大サイクリングコースにも選ばれ、世界中のサイクリストに注目されています。
これまで推進してきた自転車施策について、今後は、DMO等幅広い観光関連事業者、自治体等との連携のもと、周遊観光活性
化に資するスタンプラリーの実施に加え、瀬戸内しまなみ海道開通20周年記念イベントも活用した様々な地域活性化策等を検
討、展開し、自転車を活用した本州四国間の広域交流の活性化に貢献します。

行動計画2019-2021

2-3 自転車施策・せとうち美術館ネットワークの充実化による貢献力の向上

サイクリングしまなみ2018
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瀬戸内地域の文化芸術面の魅力発信の支援を目的とし
て、2008年から「せとうち美術館ネットワーク」事業を
実施してきましたが、今後は、瀬戸内国際芸術祭との連
携等を通じ、更なる魅力発信の支援、若年層、訪日外国
人等幅広い階層の利用、ワークショップの開催を通じた
子どもの美術鑑賞、教育の普及等に取り組みます。

参加施設（70箇所）

■レンタサイクル貸出実績の推移 ■外国人のレンタサイクル利用状況
（2017年度） しまなみ海道の

サイクリングは
外国人にも人気！

松山・道後
今治・しまなみ海道
高松・さぬき・東かがわ
徳島・鳴門
宇和島・八幡浜
⻄条・新居浜・四国中央
福山・尾道・しまなみ海道
福島・磐梯熱海
阿南・日和佐・宍喰
軽井沢・佐久・小諸

１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
8位
9位
10位

台湾 16%

香港 13%

米国 8%

オーストラリア
8%フランス

8%
イギリス 6%

中国 5%

ドイツ 5%

オランダ
5%

カナダ 3%

スイス 3%
その他

20%

総数 14,633台

2018年全国の⼈気サイクリング旅⾏先ランキング

（旅⾏予約サービス「楽天トラベル」調べ）



ビッグデータ（総務省ＨＰ抜粋）
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取組3.ビッグデータ分析による貢献力の向上

明石海峡大橋を走行する車両
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■本州四国間交流人口の達成状況■本州四国間の交流（人の交流）

本四高速道路のお客様は、｢観光・レジャー分野｣｢業務分野・生活分野」に大別されます。

これらの分野にわたり、今後、施策検討に際して、高速道路利用状況など有益なデータ収集、分析、これらを踏まえた有効な
施策の企画・目標設定等を盛り込んだ方針を策定し、戦略的な施策推進に取り組みます。



淡路ハイウェイオアシスとの接続

インターチェンジの整備・活用を進め、物流の効率化、観光施設の連携、交流の促進等、機能強化及びサービスの充実を図ります。

行動計画2019-2021

1-1 インターチェンジ等の整備・活用

12

第2章 安全・安心・快適なサービスの提供
取組1.快適性の向上

ＧＷ、年末年始他の混雑期間については、これまで蓄積された膨大なデータ検証を引き続き進めるとともに、周辺高速道路整備状
況等の多様な要因も考慮し、渋滞予測の精度向上に取り組みます。あわせて、ホームページ等での事前広報、情報を充実させ快適
に走行していただくための対策を進めます。
また、2017年度に本四高速道路全ルートのITSスポットの整備が完了しており、ETC2.0の普及を促進し、データの活用を図ります。

坂出北ICのフル化（四国方面出入口を新設））

1-2 渋滞対策の推進

速度低下に伴う注意喚起図形情報板新名神高速道路や阪神高速道路への迂回を広報

淡路IC

淡路SA
(上り）

淡路SA
(下り）

設置候補箇所

至 神戸

淡路ハイウェイオアシス
アトリウム、物産展、イベント
広場、庭園、レストラン等

至 鳴門



行動計画2019-2021

1-3 走行しやすい道路

お客様に分かりやすい道路案内を行うために、超高輝度板の採用及び文字の大型化を実施するとともに、道路情報板更新によ
るマルチカラー表示に合わせて、全てのドライバーに対し分かりやすい文字表示やシンボルに改良します。

表示文字（背景付き文字）・表示シンボルの改良道路標識の超高輝度板の採用（文字の大型化）

お客様が本四高速道路を安全・快適にご利用いただけるよう、舗装補修工事等を行い、更なる快適性の向上に取り組みます。
また、海峡部道路照明設備について、夜間の視認性向上のため照明方式の見直し検討を行い、新たな海峡部道路照明設置基準
を策定し、順次照明設備の更新を進めます。

低位置照明（イメージ）アスファルト合材の舗設 アスファルト合材の締固め

舗装補修工事の状況

ポール照明（既設）

海峡部道路照明設備の見直し検討

13



お客様に快適にご利用いただけるよう、ベビーコーナーの整備等の子育て支援の取組やトイレの空調設備の整備、外国から
のお客様への対応を充実し、JNTO(日本政府観光局）の外国人観光案内所の認定を目指すとともに、地元の幅広い民間事業
者、自治体等と協働した地域活性化イベントも展開して、地域のふれあいの場として活用されることを目指します。
また、淡路SA・与島PA・来島海峡SA等の眺望の素晴らしさ、地元特産の食の魅力等をお伝えすることによりお客様満足度
を、さらに高める取組をすすめ、SA・PAの「目的地化」を目指すとともに、売上げ向上に努めます。

行動計画2019-2021

淡路SAと明石海峡大橋

地域特産品の販売
（瀬戸田PA下り）

瀬戸田レモンラーメン
（瀬戸田PA上り）

淡路島南PA上りインフォメーション
多言語対応PAD・多言語ﾊﾟﾝﾌ・Free WiFi等

与島PAからの瀬戸大橋

1-4 SA･PAの魅力向上

14

来島海峡SAと来島海峡大橋



取組2．道路施設の機能確保

トンネル［ジェットファン点検］

お客様が安全に道路をご利用いただけるよう、橋梁、トンネル等の道路施設の点検を確実に実施し、万全の維持管理に努めます。
2019年4月以降は、新たな点検計画により着実に点検を実施します。

橋梁［橋梁点検車による近接点検］

2-1 道路施設の点検・保全

行動計画2019-2021

道路附属物［門型柱の点検］

道路施設の機能を確実に維持するため、点検により発見された変状について、その緊急性や優先度により計画的に機能向上を図
りつつ更新、修繕を実施します。また、長大橋については、時間とともに進む劣化を抑制して橋の機能を維持するために、計画
的な予防保全により修繕を進めます。

長大橋［吊橋主ケーブルの点検］

長大橋修繕
［塗替塗装］

橋梁修繕
［コンクリート修繕］

トンネル修繕
［コンクリート修繕］

情報板の更新状況受水槽の更新状況

１5



行動計画2019-2021

2-2 大規模修繕事業(特定更新等工事）の推進

本四高速道路の約9割を占める陸上部区間についても、老朽化の進展とともに一部に変状が発生しています。
この対策として、陸上部橋梁の桁の表面被覆、盛土の安定化対策を行うことで構造物の長寿命化を図ります。

高性能床版防水工 切土部 集水ます大型化

事前の許可を受けず、法令で定められた重量等の制限値を超過して通行する大型車両は、舗装面等を大きく傷め、交通の安全
を脅かします。
このような車両に対して、データ活用による重点箇所での現地取締りを強化するなど、取締り業務の更なる効率化を図り、大
型車両の通行の適正化の対策を強化します。

現地取締り［車両計測（重量、長さ、高さ）］ 自動軸重計取締り［高速度対応型自動軸重計］ ］

2-3 大型車両の通行の適正化の対策強化

現地取締り［車両引き込み］

１6



取組3．お客様の走行の安全確保

行動計画2019-2021

お客様の安全を守るために、交通事故防止の対策を実施し、交通死傷事故の減少を目指します。
一般道との接続部でのカラー舗装、視線誘導標等での誤進入防止対策の実施、新技術を活用した逆走対策に取り組みます。
警察等関係機関と連携した交通安全キャンペーンを実施するほか、ポスターや広告等様々な媒体を活用して、逆走や落下物の
防止等、死傷事故抑止のための広報を強化します。

工事規制集約イメージ

3-1 死傷事故の抑止

一般道との接続部での誤進入防止対策（イメージ）

17

本州と四国を結ぶ幹線道路として、また、瀬戸内海の島々をつなぐ生活道路としての役割を果たすために、警察等関係機関との連
携強化等を図り、本四高速道路上での通行止め時間の短縮に取り組みます。
また、路上工事規制時間を減らすために、工事規制の集約、集中化を図り、安全で快適に利用できる本四高速道路を目指します。

工事規制集約会議

バス後部への広告

3-2 通行止め時間、路上工事時間の短縮



取組4．労働安全の確保

4-1 工事安全対策（安全技術の導入）

交通規制区域への車両誤進入や片側交互通行規制に対する規制注意喚起装置（超音波スピーカ等）や規制内進入検出システ

ム等による工事通行規制区域への誤進入防止対策を導入し、お客様及び工事関係者の更なる安全を目指します。

4-2 道路巡回業務、料金所の安全対策

１8

規制注意喚起装置[超音波スピーカ]の試行

道路巡回業務の事故撲滅を目指し、安全講習会の実施等路上作業の安全確保のための取組を充実させます。
また、料金所の安全通路の整備を2020年度に完了します。

料金所安全通路の整備を完了路上業務安全強化月間 安全講習会路上落下物の回収状況

行動計画2019-2021



取組5．環境への配慮

低炭素社会の実現に貢献するため、二酸化炭素（CO2）排出量の削減を図ります。

行動計画2019-2021

事例① 消費電力の抑制（道路照明のLED化）

トンネル照明：更新時期を迎えた全ての器具をLED化します。
本線･IC、SA･PA、橋梁等照明：適応可能な箇所から順次LED
化を推進します。

事例② 無電力化（道路標識の反射式への変更）

既設の自発光式標識について、視認性低下に伴う更新を
機に適応可能な箇所は全て反射式標識に変更します。

5-1 低炭素社会の実現

19



循環型社会の構築に貢献するため、資源の有効活用に積極的に取り組みます。

行動計画2019-2021

事例① 資源の3R（リユース・リデュース・リサイクル）の推進（建設副産物の再資源化等）

建設副産物及び植物系廃棄物：
全量を再生処理施設に搬入し再資源化に取り組みます。

事例② 水資源の有効活用（中水の利用等）

中水の利用：中水製造設備を有する休憩施設のトイレの洗浄水と
して中水の利用を継続します。

水使用量の削減：更新時期を迎えた全ての衛生設備を節水型に
変更します。

事例① 動物保護（動物侵入防止柵の設置）

お客様の車両と動物（シカ、イノシシ等）が衝突する事故を防ぐ
ため、道路への動物侵入防止対策として、事故発生状況等を
踏まえ、動物侵入防止柵を設置します。

5-2 循環型社会の構築

5-3 自然と共生する社会の推進

瀬戸内の基幹インフラを担う企業として、自然と共生する社会の推進に努めます。

20



取組1.技術開発・技術の高度化

第3章 長大橋技術による交流基盤の強化

行動計画2019-2021

主塔点検ロボット、ドローンなどによる点検手法の検討、赤外線を用いた点検手法の高度化などを行い、効率的な点検
を行います。また、膨大な量の点検結果などを効率的に評価するために点検データ、構造データ、気象データなどの
ビッグデータの活用やAIによる評価手法を活用します。

主塔点検ロボットによる塗装点検手法の検討

ドローンによる塗装点検手法の検討

赤外線を用いた鋼床版の疲労き裂点検手法の高度化

1-1 点検技術の高度化

21

鋼床版

赤外線サーモグラフィ



行動計画2019-2021

省工程塗料の運用開始
（耐久性の高い上塗を厚膜化することによる塗替サイクルの延伸）

塗替塗装は、長大橋修繕費の約半分を占めており、塗替塗装の技術開発は長大橋のライフサイクルコストの縮減に大きく貢献
します。このため、2018年度に従来よりも耐久性の高い省工程型塗料の規格化をしており、2019年度以降は、省工程型塗料に
よる塗替塗装に着手し、効果や塗膜性能を検証します。
また、近赤外線カメラによる塗膜損耗量の効率的な推定手法など、塗替時期の最適化のための技術開発を行います。

近赤外線カメラによる上塗塗膜厚の推定
（上：可視画像

下：近赤外線画像→エネルギー強度により膜厚を推定）

＜省工程型塗料のメリット＞

中塗を省略し耐候性の高い上塗（中塗の損耗速度の1/10程度）を
厚膜化することにより、塗替サイクルの延伸につながります。

省工程型塗料には、当社主導で開発してきた高耐久性ふっ素樹
脂を適用しています。

1-2 塗替塗装に係る技術開発

22



行動計画2019-2021

主ケーブルの被覆塗装の追跡調査(大島大橋）

ケーブル内湿度の自動計測の促進
（左下：パソコン画面での表示例）

主ケーブルは、吊橋を構成する部材の中で最も重要な部材であるため、こ
れを腐食から防ぐケーブル送気乾燥システムを導入しています。本システ
ムは、当社が世界に先駆けて開発し、日本のみならず世界中の吊橋で標準
的に使用されるようになってきています。更なる効率的なシステムの運用
を行うために、湿度の自動計測の促進や気密性の向上を図ります。

ケーブルを構成する鋼線は湿度60％以下では錆びないとされており、乾燥
空気をケーブル内に送気することにより湿度を40%以下になるように管理
(コントロール）しています。

ケーブル送気乾燥システムの概要

1-3 ケーブル送気乾燥システムの高度化

23



行動計画2019-2021

岩城橋[完成予想図]（愛媛県技術支援）

【工事監督支援、技術支援】

海外技術協力の実績（2005年以降）：●

JICA集団研修「橋梁総合コース」

取組２.長大橋技術による地域貢献

海外の研修生を受け入れて技術研修を実施し、橋梁技術者等の育成の支援を継続します。

橋梁技術の普及・発展、国際協力に貢献するため、長大橋技術の情報拠点として蓄積してきたノウハウや技術を活用する
ことにより、国内外の長大橋建設・維持管理への技術支援、長大橋管理者との技術情報の交換、技術情報の発信などに努
めます。
さらに、｢海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律（海外インフラ展開法）｣に基づき、民間事業者の海外
展開の後押しを行うとともに、海外事業の新たな展開を目指します。

24



行動計画2019-2021

取組1.個々の社員の能力の発揮

第4章 組織パフォーマンスの向上

25

地域やお客様の多様なニーズに応え、本四高速道路を長きにわたりご利用いただくためには、社員の能力を結集し、組織と
してパフォーマンスを最大限に発揮することが必要です。そのため、多様なニーズに対応した人材を確保し、個々の社員の
能力向上を図るとともに、その能力を活かした人事制度や適正な配置、効果的・効率的な組織編成に取り組みます。

社員の育成については、階層別や職種毎に計画的、継続的に行うことにより、専門知識や技術力の向上、資格取得など、社
員一人ひとりの成長を支援します。

人事制度では、ライン長とスタッフの役割を明確にした複線型の仕組みも導入しつつ、適性や専門性を活かした配置・活用
により、組織目標の達成に向け、高い意欲をもってその能力が発揮できるようにします。

新入社員研修

・職場内教育（ＯＪＴ）
・集合教育（ＯＦＦ－ＪＴ）
・自己啓発（ＳＤ）

・複線型の仕組み
・評価制度
・昇進、昇格
・配置、異動

人材育成 人事諸制度

人材育成と人事諸制度の関連図 橋梁現場研修



行動計画2019-2021

P

社員の多様なニーズに応え、柔軟に働き方を選択できる「働き方改革」を推進します。休業制度の活用やテレワークなど柔軟な
勤務形態の導入により、仕事と育児、介護の両立を支援します。

【テレワーク】2019年度試行運用 2020年度効果検証の後、本格的に導入します。

【男性の育児休業等取得促進】2021年度末目標 対象社員の10％を目指します。

【新規採用の女性比率】2018年度以降も30％の継続を目指します。

取組2.働きやすい職場環境の整備

2-1 柔軟な勤務形態の導入

2-2 総労働時間の縮減

マネジメント層の意識改革により、迅速な意思決定、機動的な業務運営を行うとともに、IT等の専門知識を有する社員の育
成とその活用により業務の効率化・改善に取り組むなど、生産性向上を図り、時間外勤務の削減と休暇等の取得を推進し、
総労働時間を縮減します。

【ITを活用した業務改善】

2019年度 電子決裁、RPA､OCR等を活用し業務効率化を図る対象業務を選定します。

2020年度 対象業務の検証及びシステム検討を実施します。

2021年度 試行開始（一部、本格導入）

【総労働時間】

2017年度の実績1,966時間を2021年度には1,900時間を目指します。

勤務時間の見直し、早出遅出勤務の積極活用などを進めます。

26



行動計画2019-2021

P

取組3.グループ一体となったパフォーマンスの向上

3-1 グループ一体となった業務運営

グループ会社間で、より一層コミュニケ－ションを活性化するため、グループの人材を活かした人事交流や、グループ会社経営会
議、グループ各社との連絡会など会議の更なる充実等に取り組みます。

これらにより、グループ全体で、｢交流と技術｣により、地域にしっかりと貢献していくという方針を共有し、グループ一体となって適正か
つ円滑な業務運営を進めます。

3-2 コーポレートガバナンスの強化

27

取締役会、経営会議等のほか、社外有識者を構成員に含むコンプライアンス委員会等の厳正な運営等を通じて、引き続きコーポレートガバ
ナンスの徹底を図ります。
さらに、今後は、グループ全体として、リスク管理を含むガバナンス強化に取り組みます。
また、特に個人情報保護の必要性が高まる中、JB本四高速グループとしてもグループ会社の管理する情報資産の保護の徹底を図ります。



行動計画2019-2021

4.数値目標

項 目 数値目標 2017度実績 備考

年間利用台数 44百万台 43百万台

料金収入 700億円 687億円

橋梁耐震補強率 70 ％ 45.2％

30年以内に震度6弱以上の揺
れの発生確率が26％以上の

地域に位置する橋梁について
は、全て耐震補強を完了

ETC2.0利用率 24.4％ 16.4％

快適走行路面率 95％ 95％

24時間利用可能なベビーコーナーの整備 100％ 40％ (全SA及び主要PA）

逆走事案件数・逆走事故件数 0件
逆走事案 7件
逆走事故 0件

通行止め時間(災害・悪天候除く） 1時間 1時間
（通行止め時間）×
（通行止め距離）/(路線延長）

総合顧客満足度 4.1 4.1

インセンティブ助成(3年間累積値） 3件 1件 認定数

男性の育児休業取得 対象社員の10％ 0％

新規採用の女性比率 30％ 28.6％

総労働時間 1,900時間 1,966時間
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付録：本州四国連絡高速道路概要図
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神戸市中央区小野柄通4-1-22 アーバンエース三宮ビル

神戸市中央区御幸通4-1-1 TBM神戸ビル8F

神戸市中央区浜辺通5-1-14

神戸市中央区磯辺通3-2-17


