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物理的なインフラ建設だけでなく、
テクノロジーもメガプロジェクトと
なります。例えば GPS (全地球測
位システム) はそれ自体がメガプロ
ジェクトであると同時に、今日のテ
クノロジーの様々な進化の基礎と
して、ナビゲーションから人工衛星
の位置までを幅広く支えています。
さらに自動運転車やビッグデータ、 
IoT の未来を形作る存在でもあり
ます。

メガプロジェクトは人類の居住や
移動を根本的に変革して、常に興味
深い成果を生みだします。現在世界
中で計画されている、素晴らしいメ
ガプロジェクトの数々を紹介しまし
ょう。

ピラミッドやローマ帝国の道路と上下水道からエッフェル塔、三峡ダムに至るま
で、数々のメガプロジェクトが人類の創造性の歴史を標してきました。

序文

本書で取り上げているメガプロジェクト:

9 カ国
関連する国の数

2016-2100 年
全プロジェクトの完了予定

55.4 兆円
予算の合計額*

*$1=105円の概算額
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2.2 兆円

イギリス

2018 年
完成予定

クロスレールはグレーター・
ロンドンの東西を結ぶ新た
な鉄道路線であり、ロンドン
地下鉄の混雑緩和に貢献し
ます。この計画には 16 km 
に及ぶ新しい 2 連のトンネ
ルや、テムズ川を横切る路
線が含まれています。

トンネルプロジェクトは非常に入り
組んだもので、既存の地下鉄や下水
管、伏流を縫った全長 118 kmに及
ぶものとなります。慣例に従って、ト
ンネルを掘削する巨大なドリルマシ
ン 8 基にはクイーンエリザベス II世
から初期のコンピューター科学者ア
ダ・ラブレースまで、著名なイギリス
人女性の名前が付けられています。

クロスレール
交通・運輸

Courtesy © Crossrail Ltd



交通・運輸

中国
高速鉄道

31.5 兆円

中国

2020 年
完成予定

2007 年に発表された 中
国高速鉄道 (HSR) は、世
界最大の高速鉄道網となる
壮大かつ現在進行形のメガ
プロジェクトです。2015 年
末には営業距離が 19,200 
kmを超えており、これは国
外の全ての高速鉄道を合
計したよりも長い距離にな
っています。中国はさらに 
16,677 kmを建設または
計画中です。

また世界最長の路線も有しており、
北京・広州線は実に 2,285 kmを
誇ります。最も輸送量の多い鉄道網
であり、1日の輸送量は 2007 年
の 23 万 7 千人から 2014 年に
は 249 万人へ増大。その累計は 
2014 年 10 月に 29 億人に達し
ました。



Courtesy NASA/MSFC/David Higginbotham

Courtesy Northrop Grumman

9,100 億円

アメリカ

2018 年
打ち上げ予定

ジェイムス・
ウェッブ
宇宙望遠鏡
航空宇宙

アポロから国際スペースステ
ーション (ISS) まで、航空宇
宙のメガプロジェクトは科学
分野全般を変容し、全ての人
を驚きで満たす存在となりま
す。ハップル宇宙望遠鏡の後
継となるジェイムス・ウェッブ
宇宙望遠鏡 (JWST) は、そ
の反射鏡に口径 6.5 mの主
鏡を搭載。 JWST はビッグ
バン後の最初の光を発見し、
生命の存在可能な惑星シス
テムの捜索に役立つと期待
されています。

JWST は地球から月への距離の 4 
倍以上離れた場所に位置し、 地球
から約 160万 km 離れたラグラン
ジュ点 （L2） で観測を行う予定。ハ
ッブルは 555 kmに過ぎませんでし
た。 JWST の耐用年数は打ち上げ
後 10 年。



オランダ南西部にはダムや水
門、閘門、堤防、土手、高潮堤
など一連の治水構造物があ
り、それらを総称してデルタ
事業といいます。

1953 年の北海沿岸大洪水を機
に作成された計画は、現在は合計 
16,400 kmの長さに到達しており、
米国土木学会による 「現代世界の七
不思議」の 1 つに選出されています。
ライン川、マース川、スヘルデ川の河口
に作られた三角州の土地を北海から 
保護し、深刻な洪水を防ぐためのプロ
ジェクトです。

デルタ委員会によると、地球温暖化の
影響により北海の海面は 2100 年
までに 1.3 m、 2020 年までには 
4 m 上昇します。その懸念に基づき、 
2010 年には壁の嵩上げと強化を実
施。移動式高潮堤のマースラントケリ
ンクが先ごろ完成するなど、新たな投
資も続けられています。

インフラ事業 14.7 兆円

オランダ

2100 年
完成予定

新設構造物

デルタ
計画



Courtesy Abu Dhabi Airports

増え続けるアブダビ国際空港
の需要に対応すべく新設され
るミッドフィールド ターミナ
ル ビルは、観光客の流入を
増やしてアブダビ経済の多様
性に貢献することを目的の1
つとしています。 2015 年の
空港利用者数は 2,000 万人
以上でしたが、今年は 2,400 
万人以上に達する見込みで、
新たなターミナルがオープン
する 2017 年には 3,000 
万人に到達すると予想されて
います。

ミッドフィールド ターミナル ビルに
は 28,000 平方メートルに及ぶ商業
スペースやホテル、8 箇所のエグゼク
ティブ ラウンジなどが用意され、預け
入れ荷物の重量は 27 kg へと拡大さ
れて 1 時間に 19,000 個のバッグを
処理可能。アブダビ空港は、プロジェ
クト完了までには 5,000 万労働時間
が投入されるとしています。

交通・運輸

アブダビ
国際空港

3,150 億円

アラブ
首長国連邦

2017 年
完成予定



クライストチャーチ
中心部
復興計画
都市開発

2011 年 2 月 23 日、ニュ
ージーランド第二の都市で
あるクライストチャーチをマ
グニチュード 6.3 の地震が
襲い、甚大な被害が発生する
と共に多くの人命が奪われ
ました。

無数の地震と余震に何ヶ月も悩まさ
れ 、都市とそのインフラにさらにダメ
ージが加わりました。

クライストチャーチ中心部復興計画
は、21 世紀の都市をゼロから定義
し、作り上げる意欲的なメガプロジェ
クトです。瓦礫と化した街が、グリー
ンスペースやウォーカビリティ (歩き
やすさ)、自転車専用道路など最先端
の都市のデザインと創造を行える機
会となりました。この復興計画で重要
な役割を果たすのが、モダンなツー
ルとプロセスの採用に役立つ新たな 
BIM 規格です。

1.8 兆円

ニュー
ジーランド

2020 年
完成予定



Courtesy Wing1990hk

Courtesy Manuel Schneider

水上交通への依存度を下げ、
地域経済と観光事業の発展を
さらに刺激すべく建設される
港珠澳大橋は、新たなレベル
のアクセス性を提供します。

全長 42 km にも及ぶ長大な橋とトン
ネルのプロジェクトには、人工島 2 島
の設置も含まれています。所要時間と
距離が劇的に短縮されると報告され
ており、珠海市と香港国際空港の間で
は 80% もの大幅な時間短縮を実現。
完成すれば橋と島、トンネルを活用し
た世界最長の海上橋となります。

インフラ事業

港珠澳
大橋

1.1 兆円

香港 &
マカオ

2017 年
完成予定



Courtesy of the Panama Canal Authority

パナマ
運河
拡張計画
交通・運輸

パナマ運河は正にメガプロ
ジェクトの縮図ですが、時間
の経過により通航する船舶
の大型化に対応できなくなっ
てきました。サイズ的に収ま
らないのです。

より大規模な新しい第 3 運河は、間
も無く完成を迎えます。約 20 平方
kmをカバーする 重力式コンクリート
ダムで、通航量を 3 倍に拡大。エッフ
ェル塔 26 本に相当する鋼と 19 万 
t ものコンクリートという建材量から
も、その膨大なサイズが分かります。

新たな開門により、これまで運河を
通航できなかった船舶が 17,000 
km、24 日間の短縮を実現。またアジ
アからアメリカ東海岸の港への交通
量のうち 10% が移動し、 2020 年
にはアメリカ全体のコンテナ輸送の 
50% にまで成長します。

6,300 億円

パナマ

2016 年
完成予定



v

エティハド・レールは UAE 
へ新たな交通機関のオプショ
ンを提供する、1,200 km に
及ぶ鉄道メガプロジェクトで
す。エティハド・レールの中心
となるビジョンは、環境的に
よりサステナブルなオプショ
ンであり、貨物列車一編成で
トラック 300 台分の貨物を
運搬できます。

3 段階の計画のうち、輸出用硫黄ペレ
ットを運搬するシャー、ハブシャン油
田からルワイス港へと向かう第 1 段
階が完了。第 2 段階はムサファ、アブ
ダビからサウジアラビアとオマーンの
国境まで 628 km に及ぶ敷設が予定
された、最も意欲的なものになってい
ます。既に予算は確保されており、現
在最終契約の交渉中。

交通・運輸

エティハド・
レール

1.2 兆円

アラブ
首長国連邦

2018 年
完成予定



世界最長かつ最深の鉄道ト
ンネルが今年夏に開通。曲が
りくねった山岳ルート以外で
アルプスを通過する新たな方
法が生まれます。ゴッタルドベ
ーストンネルはスイスでも最
大級の建設プロジェクトであ
り、混雑した貨物輸送を減ら
すとともに観光客を誘致し、
アルプスの自然保護にも役立
つようデザインされています。

この新しいトンネルの開通によって
直進が可能となり、通航時間が大幅
に減少。計画によると、旅客列車は全
長 60 kmに及ぶトンネルを最高時速 
250 kmで運行できます。

インフラ事業

ゴッタルド
ベーストンネル

1.1 兆円

スイス

2016 年
完成予定


