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１．はじめに

　Civil Engineering Conference in the Asia Region 7
（CECAR 7、第7回アジア土木技術国際会議）が、2016
年8月30日～ 9月2日の日程で、アメリカ合衆国ハワイ
州ホノルル市において開催され、当所からは筆者ら5
名が参加する機会を得たので報告します。

２．会議

　本会議は ACECC（アジア土木学協会連合協議会）
が3年に一度開催する国際会議です。産学官の研究者、
技術者が一堂に会し、アジア地域の社会資本整備や土
木技術の研究開発や課題等について、情報交換を行う
場となっています。
　会場はワイキキビーチに隣接する Hilton Hawaiian 
Village Waikiki Beach Resort でした。

ける杭基礎の耐震性照査および設計手法（Design 
Method for Pile Foundation in Composite Ground 
and Evaluation of Its Seismic Performance）」と題し
て口頭発表しました（写真－2）。単杭の実験解析を説
明したため、座長から実施工時の改良範囲設定につい
て質問がありました。群杭設計事例を回答し、工法の
有用性と耐震効果を聴講者には理解して頂けたものと
考えています。

写真－2　講演を行う冨澤主任研究員

写真－1　会場外観

　寒地地盤チームの佐藤主任研究員は「固化破砕土に
よる火山灰質細粒土の補強土壁盛土への施工例

（Example of using unsuitable fine-grained volcanic 
soil as embankment for a reinforced earth wall after 
such soil was crushed and re-solidified）」を発表しま
した（写真－3）。この論文は、そのままの状態では使
用できない火山灰土を固化破砕土に改良して補強土壁
の盛土材として有効利用する方法について、施工例を
紹介しながらとりまとめたものです。会場からは、固
化破砕土の性質や地震時の安定性、具体的な適用法な
どの質問があり、この技術への世界からの関心がうか
がえました。また、不良土の改良を行っている方より
今後情報交換したいという申し出や、CERI（寒地土木
研究所の英名（Civil Engineering Institute for Cold 
Region）の略称）の論文ということで発表会場に足を運

　本会議では、全体講演6件、口頭発表188件、ポスタ
ー発表24件の発表がありました。口頭発表は「Natural 
Disaster」、「Environment Water Resources」、

「Infrastructure Management」、「Structural」、
「Sustainability」、「Transportation」、「Geotechnical」
の7トピックが設定されていました。
　寒地地盤チームの冨澤主任研究員は「複合地盤にお
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　寒地機械技術チームの岸研究員は「音響機器を用い
た岸壁水中部内部点検手法（Inspection method for 
internal state of quay wall underwater using acoustic 
device）」という題目でポスター発表を行いました（写

真－6）。岸壁水中部の内部点検を超音波を用いて行う
装置の開発に関する内容であり、計測の原理や精度、
調査に要する時間などの質問がありました。また、海
外における調査手法、巨大構造物の点検の難しさ、非
破壊調査技術などについて意見交換をし、多くの方々
と交流を図ることができました。本研究内容について、
土木関係の会議で発表するのは初めてしたが、維持管
理や点検技術についても関心を持っていることが感じ
られました。
　その他、プレナリ－セッションでは、韓国土木学会
の Dr. Sung Woo Lee 氏よりグラスファイバーを用い
た床版の開発と実構造物への適用に関する紹介があり
ました。また、口頭発表のセッションでは、床版の補
修方法として、母材と補修材であるポリマーセメント
モルタルとの界面にエポキシ樹脂を施工することによ
って付着力を高める方法などの紹介がありました。

　耐寒材料チームの林田主任研究員は、構造物の設計・
解析に関するセッションで「疲労と凍害で複合劣化し
た RC はりの耐荷力に関する実験的検討（Examinations 
of the load-carrying capacity of RC beams that have 
undergone combined deterioration from fatigue and 
frost damage）」と題して発表しました（写真－4）。積
雪寒冷地における道路橋の RC 床版など、疲労と凍害
の複合劣化を受けるコンクリートを念頭に、劣化種類
を変えた RC はりを用いた静的載荷試験を実施しまし
た。その結果、複合劣化を受けた RC はりの耐荷力は
低下するが、既往の耐力算定式に圧縮域の強度低下を
考慮することにより、耐荷力が評価できることなどが
明らかにしたものです。なお、この発表内容は、北海
道大学と耐寒材料チームとで行っている共同研究に関
する成果の一部です。

functional assessment）」という題目で、口頭発表を
行いました（写真－5）。すでに整備されている環境調
和型沿岸構造物を維持管理していくために、構造物の
機能診断において、新しく生物に関する項目を加え環
境調和機能を評価する手法を提案し、提案した手法の
現地検証結果について紹介しました。道路や橋などの
陸上構造物の話題が多いなか、環境調和型沿岸構造物
について知って貰う良い機会になりました。最後に議
長から発表者に金色の船のオブジェがプレゼントされ、
和やかな雰囲気のなかセッションが終了しました。

んでみたという聴講者がいて、大変うれしく思いまし
た。

写真－4　講演を行う林田主任研究員

写真－3　講演を行う佐藤主任研究員

写真－5　講演を行う梶原研究員

　最終日、水産土木チームの梶原研究員は、構造物の
管理に関するセッションで、「環境調和型沿岸構造物
の機能評価（Environmental-harmony coastal structure 
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　「Nu’uanu Watershed Tour」は、オアフ島の水循
環における分水嶺の役割について学ぶツアーでした。
オアフ島では常に北東から貿易風が吹いており、この
風と地形により雲が発生し、雨を降らせ、雨が地中に
しみ込み25年かけてろ過されたものを採水し、利用し
ていることなどが説明されました。このツアーは Nu’
uanu 貯水池周辺を散策しながら説明を聞くものです
が、説明された風や雲などの自然現象を実際に感じた

３．テクニカルツアー

　本会議には複数のテクニカルツアーが用意されてお
り、「Honolulu Rail Transit Project Tour」 と「Nu’
uanu Watershed Tour」に参加しました。
　「Honolulu Rail Transit Project Tour」は、現在オ
アフ島の南側で建設が進められているハワイ初の通勤
鉄道の工事現場見学ツアーでした。オアフ島内の移動
は自動車に依存しているため交通渋滞が問題となって
おり、これを解消するためのプロジェクトだそうです。
完成すればオアフ島西部の東カポレイからホノルルの
中心部、アラモアナまでを結ぶ全長20マイル（約32 
km）、21駅、全線高架、完全自動制御の鉄道となりま
す。
　各駅の橋脚には、化粧型枠を用いて、ハワイの空、
大地、海などのデザインが施されていました（写真－

7）。このデザインは、各駅によって異なり、地域住民
の意見を取り入れ、歴史や文化などを反映したもので
あるとのことでした。また、上部工には、品質管理と
工期短縮などの面から、プレキャストセグメントが使
われていました（写真－8）。
　また、ホノルル周辺における既存コンクリート構造
物の状況についても調査しました。海からの飛来塩分
や高温などの条件が似ている沖縄のように、塩害が多
く発生していることを想定していましたが、実際には、
深刻な塩害を受けているコンクリート構造物は、あま
り見られませんでした。そのためか、前述のホノルル
鉄道プロジェクトやビルの建設現場などでも、エポキ
シ樹脂鉄筋ではなく、通常の裸鉄筋が用いられていま
した。

写真－6　説明を行う岸研究員

写真－7　デザインが施された橋脚

写真－8　プレキャストセグメント

写真－9　Nu’uanu 貯水池と周辺の山
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４．まとめ

　アジア土木技術国際会議は、1998年第1回のマレー
シアに始まり、東京、ソウル、台北、シドニー、ジャ
カルタ、ホノルルで開催されましたが、次回、2019年
の CECAR 8はオリンピックを翌年に控えた東京で開催
される予定です。

り見たりすることができる体験学習となっていまし
た。また、山の中の散策路であるにも関わらず周辺に
はハワイ固有の植物がほとんど残っていないことなど
自然保護についても考えさせられる内容でした。この
地はカメハメハ大王がハワイ統一のために最後に戦っ
た場所であることなど歴史や文化についても触れてお
り、多くの要素が組み込まれたプログラムでした。
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