研究所ニュース

「土研 新技術ショーケース2018（in 大阪・in 東京・in 新潟）」・
「寒地土木研究所 新技術説明会（富山・秋田）」の開催および各種技術展示会への参加
寒地技術推進室

公開「EE東北’18」が開催されました。

１．はじめに

本技術展は、建設事業に係わる新材料、新工法、そ
土木研究所では、「土研 新技術ショーケース」や

の他時代のニーズに対応して開発された新技術を公開

「新技術説明会」等を開催し、開発技術の普及に努め

し、その普及を図ることにより、さらに新たな技術開

ているほか、普及活動の一環として各種技術展示会に

発の促進と、良質な社会資本の整備を通じて、地域社

出展し、研究開発成果の最大化を図っています。

会の発展に寄与することを目的としています。

このたび、東北、北陸、関東、近畿地方で普及活動
を行いましたので報告します。

新技術展示会・プレゼンテーションのほか、前回好
評だったUAV競技会も実施され、2日間で過去最高の
16,300人が訪れました。また、新技術展示数も過去最

２．第5回「震災対策技術展」大阪

高の889技術が集結しました。
寒地土木研究所では、出展ブースにおいて5技術

平成30年5月31日（木）～6月1日（金）の2日間、コン
グレコンベンションセンター（グランフロント大阪内）

（表－1）のパネル展示や動画放映等による技術説明
を行いました（写真－3）。

において、関西大学、国立研究開発法人防災科学技術
研究所、国土交通省近畿地方整備局、大阪府、大阪市
等で構成する実行委員会主催による第5回「震災対策
技術展」大阪が開催され、来場者数は、2日間で11,557
名でした。
本技術展は、地震・津波、そして水害、土砂災害、
火山噴火等の災害対策技術・製品を自治体、企業、そ
して一般の方々に広く情報発信することで、減災社会
の構築に寄与し、防災産業の発展に貢献することを目

表－1

EE 東北の展示技術
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的としています。
寒地土木研究所からは、「破堤拡幅の推定手法」に

また、新技術プレゼンテーションでは各社の出展技

ついて出展し、技術紹介パネルや動画放映によるブー

術の中から64技術の発表がありました。寒地土木研究

ス展示のほか、セミナーでは、寒地河川チーム島田研

所からは、寒地地盤チーム久慈研究員が「衝撃加速度

究員が「河川堤防の破堤拡幅推定手法～堤防決壊時に

試験装置による盛土の品質管理技術」について発表し

行う緊急締切作業の効率化に向けた検討資料（案）の

ました（写真－4）。

公開～」と題し発表しました（写真－1、2）。
４．土研 新技術ショーケース
３．建設技術公開「EE東北’18」
４．１

土研 新技術ショーケース2018 in 大阪

平成30年6月6日（水）～7日（木）の2日間、みやぎ産

平成30年6月14日（木）、大阪国際交流センターに

業交流センター（夢メッセみやぎ）において、各業界

おいて「土研 新技術ショーケース2018 in 大阪」を開

団体、東北地方整備局、東北6県（青森、岩手、宮城、

催し、技術推進本部と共同でその運営にあたりまし

秋田、山形、福島）、仙台市、東日本高速道路（株）

た。来場者数は、国や地方公共団体、コンサルタン

東北支社等で構成する実行委員会主催による建設技術

ト、建設業に携わる技術者など495名でした。
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講演会は、9技術を3カテゴリーに分け、技術の特徴
や適用の効果などについて講演が行われました。
寒地土木研究所からは、寒地地盤チーム橋本主任研
究員が「砕石とセメントを用いた高強度・低コスト地
盤改良技術」、寒地交通チーム平澤総括主任研究員が
「緩衝型のワイヤロープ式防護柵」について各々講演
を行いました。合わせて、展示・技術相談コーナーに
おいて、講演内容や研究内容について動画やパネルを
基に技術相談に応じました（写真－5）。
また、今回は新たな取り組みとして技術相談タイム
写真－1

震災対策技術展の発表（島田研究員）

中に5技術のミニ講演会を行いました。寒地土木研究
所からは、平澤総括主任研究員が「大型車対応ランブ
ルストリップス」の講演を行いました。（写真－6）
特別講演は、「土木分野におけるAI活用の可能性と
課題」と題して、京都大学名誉教授 大西有三氏に、
近畿地方整備局の講演としては、「近畿技術事務所の
取り組み」と題して、近畿地方整備局 近畿技術事務
所長 野村正之氏にご講演を頂きました。

写真－2

震災対策技術展のパネル説明（島田研究員）

写真－3

写真－4
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写真－5

新技術ショーケース in 大阪での技術相談
（橋本主任研究員）

写真－6

新技術ショーケース in 大阪のミニ講演会
（平澤総括主任研究員）

EE東北のパネル展示

EE東北の発表（久慈研究員）
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土研 新技術ショーケース2018 in 東京

省の講演としては、「i-Constructionの「深化」に向

平成30年10月2日（火）、一橋講堂において「土研

けて」と題して、国土交通省 大臣官房技術審議官 五

４．２

新技術ショーケース2018 in 東京」を開催し、技術推

道仁実氏にご講演を頂きました。

進本部と共同でその運営にあたりました。来場者数
は、国や地方公共団体、コンサルタント、建設業に携
わる技術者など438名でした。
講演会は、3カテゴリーに分け9技術、また、ミニ講
演会では8技術の講演が行われました。
寒地土木研究所からは、寒地地盤チーム橋本主任研
究員（写真－7）が「砕石とジオテキスタイルを用いた

４．３

土研 新技術ショーケース2018 in 新潟

平成30年10月16日（火）、新潟日報メディアシップ
において「土研 新技術ショーケース2018 in 新潟」を
開催し、技術推進本部と共同でその運営にあたりまし
た。来場者数は、国や地方公共団体、コンサルタン
ト、建設業に携わる技術者など193名でした。

低コスト地盤改良技術（グラベル基礎補強工法）」、

講演会は、3カテゴリーに分け10技術、寒地土木研

寒地交通チーム平澤総括主任研究員が「緩衝型のワイ

究所からは、6技術（表－2）の講演を行いました。

ヤロープ式防護柵」について、各々講演を行いました。

（写真－9）

展示・技術相談コーナーでは、講演技術のほか、7
技術のパネルや模型、動画により技術説明や技術相談
に応じました（写真－8）。
特別講演は、「鉄道トンネル建設技術のあゆみと新
たな挑戦―青函から羊諦へ―」と題して、鉄道建設・
運輸施設整備支援機構 参与 服部修一氏に、国土交通

表－2

新技術ショーケース in 新潟での寒地土研
の講演技術
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写真－7

新技術ショーケース in 東京での講演
（橋本主任研究員）

1階みなと広場と2階ホワイエの展示・技術相談コー
ナーでは、講演技術のほか、多くの技術のパネルや模
型を展示し、技術説明や技術相談に応じました（写真
－10）。
特別講演は、「進む地球温暖化・変わる異常気象」
と題して、新潟大学理学部 教授 本田明治氏に、北陸
地方整備局の講演としては「北陸地方整備局の最近の
取り組み」と題して、北陸地方整備局 地方事業評価
管理官 小川浩徳氏にご講演を頂きました（写真－
11）。
また、聴講者アンケートでは、約9割が全体の印象
として「大変良かった」、「良かった」と回答され、

写真－8

新技術ショーケース in 東京での技術相談
（平澤総括主任研究員）
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講演技術の評価についても「有意義であった」という
回答を多く頂きました。
75

５．寒地土木研究所 新技術説明会
寒地土木研究所では、積雪寒冷地において研究開発
された技術について、道外の公共工事等の現場での活
用を推進するため、道外の積雪寒冷地の都市で「寒地
土木研究所 新技術説明会」を開催しています。
この「新技術説明会」の講演技術は、参加者にとっ
て関心が高いテーマとなるように、開催地における国
や県、市、建設コンサルタント、建設業などの団体か
らの聞き取りに基づいて選定しています。
写真－9

新技術ショーケース in 新潟での講演
（山口主任研究員）

参加対象者は、国や地方公共団体、コンサルタント、
建設業などに携わる技術者100名程度とし、活発な質
疑応答が行われるようにしています。説明会は、年に
3回程度開催し、一開催につき5技術程度の講演を行っ
ています。平成30年度は、富山、秋田で開催しました。
今後は、福島（1月）でも開催予定です。
５．１

寒地土木研究所 新技術説明会（富山）

平成30年8月23日（木）午後、富山県民会館におい
て「寒地土木研究所 新技術説明会（富山）」を開催
しました（写真－12）。聴講者数は、地元の富山県を
はじめ近隣県の新潟、石川、長野からも参加があり、
写真－10

新技術ショーケース in 新潟の
展示・技術相談コーナー（1階みなと広場）

96名でした。

写真－12

写真－11

新技術ショーケース in 新潟の特別講演
（本田教授）

富山会場

本説明会では、5技術（表－3）について講演を行い
ました（写真－13）。講演後、各技術について会場か
ら質疑が寄せられ、技術の特性や適用性について意見
交換や情報提供を行いました。
聴講者アンケートでは、約9割の方が「有意義であ
った」、コメントとしては「時間が少ない」、「ダウ
ンロードしていたマニュアルを再度読みかえしたいと
思う」など、説明技術の関心の高さが窺えるご意見を
頂きました。
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表－3

富山会場の講演技術
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写真－14

表－4

秋田会場

秋田会場の講演技術
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写真－13

５．２

富山会場での講演（緒方主任研究員）

寒地土木研究所 新技術説明会（秋田）

平成30年9月21日（金）午後、秋田県庁第二庁舎に
おいて「寒地土木研究所 新技術説明会（秋田）」を
開催しました（写真－14）。
秋田会場は、同日午前に秋田県主催の催しもあった
ため秋田県と共催し、聴講者数は210名でした。聴講
者には、地元の秋田県以外にも近隣県の岩手、宮城か
らも参加がありました。
本説明会では、富山会場と同じく5技術（表－4）に
ついて講演を行いました（写真－15）。
聴講者アンケートでは、「テーマを絞って詳しく聞

写真－15

秋田会場での講演（内藤主任研究員）

いてみたい」、「寒冷地ならではのアイデアが新鮮で
良かった」、「定期的な開催を希望したい」などの関

６．おわりに

心が高いコメントのほか、各講演技術に対しても多く
の意見要望を頂きました。

今後も様々な技術展示会や講演会を通じて、研究成
果の普及を図り、良質な社会資本の整備に貢献してい
きたいと考えています。
（文責：小林
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紀靖）
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