研究所ニュース

「土研新技術ショーケース2015 in 東京」および
近畿地方整備局での寒地土木研究所「開発技術説明会」の開催
「九州建設技術フォーラム2015」および
「けんせつフェア北陸 in 金沢2015」への参加
寒地技術推進室

１．はじめに

表－１

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、公共工事等の現場での適用を推
進するため普及活動に取り組んでいます。その一環と
して『土研新技術ショーケース2015 in 東京』および国
土交通省近畿地方整備局での『寒地土木研究所 開発
技術説明会』を開催しました。また、
『九州建設技術
フォーラム2015』および『けんせつフェア北陸 in 金
沢2015』に出展しました。
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２．土研新技術ショーケース2015 in 東京
土研新技術ショーケースは、研究開発された技術等
を社会資本整備や管理に携わる幅広い技術者へ発表お
よびパネル・模型等の展示で紹介し、当該技術等の適
用に向けて相談等に応じることを目的として開催され
ています。2015年９月２日（水）、東京都墨田区横網
「国際ファッションセンター」にて『土研新技術ショー
ケース2015 in 東京』を開催し、当日の来場者は382名
となりました。
“これからの点検・維持管理技術”と
題し、
「点検・モニタリング」
、
「試験・診断」
、
「持続可
能・長寿命化」という３テーマについて８技術発表し
ました
（表－１）
。
寒地土木研究所からは、
「試験・診断」のテーマに
耐寒材料チーム

土研新技術ショーケース2015in 東京
発表技術

清野昌貴研究員（写真－１）が『コン

クリート用再生骨材に含まれる塩化物量を簡易に評価
する方法
（試験紙法）
』
、寒地機械技術チーム
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平地一

典研究員が『メンブランパッチを用いたＲＧＢ色相に
よる潤滑油診断技術』の２技術について発表し、コメ

『コンクリート用再生骨材に含まれる塩化物量を簡易

ンテータである国土交通省大臣官房技術調査課環境安

に評価する方法（試験紙法）』では、既存のコンクリー

全・地理空間情報技術調整官

ト構造物の老朽化に伴いコンクリート解体材の発生増

柿崎恒美氏からコメン

トをいただきました。

大が見込まれ、また、天然骨材の枯渇化によりコンク
リート再生骨材の利用を促していかなければならない
状況であり、フレッシュコンクリートの塩化物濃度測
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定に用いられている試験紙タイプの安価な測定計を使

要性から、今後のインフラ整備における新しい捉え方・

用して、コンクリート再生骨材の塩化物濃度を効率的

活用法に関する講演がありました。

に測定する技術について発表しました。コメンテータ

国土交通省からの講演は、国土交通省大臣官房技術

からは、
「今後、東京オリンピックといった大規模イ

審議官

池田豊人氏から「変わる建設現場～生産性向

ンフラ整備において、既存のコンクリート構造物を解

上の取組～」と題し、国土交通省における生産性向上

体した際に発生するコンクリート塊の再利用が重要と

の取組等に関する具体的事例を紹介していただきまし

なります。コンクリート再生骨材の塩化物濃度を従来

た。

から使用している試験紙により測定する技術を活用す

基調講演は、「これからの技術開発の向かうべき方

ることで、コンクリート骨材の循環的利用を促進させ

向について」をテーマに、アジア防災センター長、早

ることが期待できます。
」というコメントをいただき

稲田大学

ました。

科学研究所レジリエント防災・減災研究推進センター

濱田政則名誉教授、国立研究開発法人防災

天野玲子審議役、北海道大学大学院農学研究院

中村

太士教授から講演がありました。その後は基調講演者
の３名に国土交通省大臣官房技術調査課長

五道仁実

氏を加え、テーマに関連したパネルディスカッション
が行われました。
また、発表技術や普及技術を紹介するパネルを展示
する会場では「技術相談タイム」が設けられ、多数の
来場者と意見を交わしていました（写真－２）。

写真－１

講演技術を発表する清野研究員

『メンブランパッチを用いたＲＧＢ色相による潤滑油
診断技術』では、樋門の開閉装置の潤滑油の劣化状態
を監視するため、潤滑油をろ過して作成したメンブラ
ンパッチのＲＧＢ色相と係数汚染度との相関性から独
自の管理基準
（案）
により潤滑油の汚染度を簡易に診断
する手法について発表しました。樋門等に設置されて
いる機械設備の老朽化に伴う信頼性の低下が懸念さ

写真－２

技術相談タイムで意見を交わす平地研究員

れ、早い段階で異常を察知することが可能な潤滑油診
断により効率的・効果的な診断技術であると説明して
いました。コメンテータからは、
「機械設備は耐用年

３．国土交通省

近畿地方整備局での

寒地土木研究所「開発技術説明会」

数を経過した順に更新するようになっているが、現実
には更新されずに使用していることもあるようです。

開発技術説明会では、寒地土木研究所が研究開発し

潤滑油の劣化状況により初期の異常を発見することで

た技術を公共工事等の現場で活用・推進するため、技

設備の延命化・長寿命化に繋がるため、樋門設備の開

術者にとって関心の高いテーマを選定し説明していま

閉装置のみではなく、その他の機械にも幅広く使用し

す。2015年９月15日（火）に大阪府大阪市中央区大手前

てほしい。
」というコメントをいただきました。

の近畿地方整備局において開催し、７技術について説

特別講演は、東京大学副学長
究所

東京大学生産技術研

明・紹介しました（表－２）。

野城智也教授から「建設産業のキャパシティと

当日は、関東・東北での災害援助対応のため参加人

イノベーション－建築分野から見て」と題し、これか

数は若干減りましたが、近畿地方整備局本局および滋

らの建築分野等での技術・品質の確保や技術開発の必

賀国道事務所、福知山河川国道事務所、京都国道事務
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所、大阪国道事務所、姫路河川国道事務所、福井河川
国道事務所のほか、建設会社・コンサルタントの技術
者も参加され38名の出席となりました。

表－２

近畿地方整備局「開発技術説明会」説明技術
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写真－３

質問に回答する徳永主任研究員

４．九州建設技術フォーラム2015
九州建設技術フォーラム2015は、「九州の建設技術

նᮇ㊰㠃ࡍࡾᢠࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒
ᐮᆅ㏻ࢳ࣮࣒ ௵◊✲ဨ ᚨỌࣟ࣋ࣝࢺ

における産・学・官の連携」および「新技術の開発・
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情報を発信・意見交換の場を目指して開催されていま

活用・普及の促進」を目的に、最新の建設関連の技術
す。2015年10月５日（月）～６日（火）、福岡県福岡市「福
岡国際会議場」において「建設技術が支える九州創生」

各技術説明後の質疑として『透明折板素材を用いた

をメインテーマに「九州の創生を担う建設技術」を掲

越波防止柵』では、
「折板素材に石が飛んで被災した

げ催されました。展示ブースには98社が、「安全・防

事例の有無。
」について質問され、「導入した箇所での

災」、「品質」、
「環境」、
「コスト」、
「維持管理」、
「ＩＣ

被災事例は報告されていません。
」と寒地構造チーム

Ｔ」といった６分野に140技術を展示し、プレゼンテ

今野久志総括主任研究員が回答しました。また『冬期

ーションでは44プログラムの技術紹介がありました。

路面管理支援システム』および『冬期路面すべり抵抗

事務局から両日の延べ来場者数は約2,800名と報告が

モニタリングシステム』と『凍結防止剤散布情報収集・

あり、両日共に盛況なフォーラムでした。

管理システム』
の３技術について、
「導入時の初期投資、

寒地土木研究所からは、寒冷沿岸域チーム

上久保

維持していくうえでの費用」に関する質問や、
「３技術

勝美研究員が『海岸護岸における防波フェンスの波力

は冬期の積雪・凍結した路面管理に関連するシステム

算定法』についてプレゼンテーション発表しました。

なので、統合したシステムを開発しないのか。
」という

海岸道路では越波により運転手の視界障害や車両被害

意見があり、寒地交通チーム

が生ずる危険性があり、防波フェンスが設置されてい

徳永ロベルト主任研究

員から「将来的には各システムを統合し、効率的な路

ますが、越波により被災する事例が散見されています。

面管理ができるように検討しなければなりませんが、

この技術は、堤脚水深、波高、周期および海底勾配な

現状では各システムの精度向上を図るようデータを蓄

どの設計条件を考慮し、水理模型実験を用いて新たな

積するなど研究開発しています。
」と回答しました
（写

波力の算定法を確立するもので、発表では現地への適

真－３）
。

用事例についても説明していました（写真－４）。

説明会後の参加者アンケートでは、
「近畿地方の日

展示ブースには前述の技術のほか、『透明折板素材

本海側に導入できそうなシステムやマニュアルがある

を用いた越波防止柵』と『杭付落石防護擁壁工』（共

ことを知り、今後活用していきたい。
」といった感想

に寒地構造チーム）の技術紹介パネルを展示しました。

がありました。

プレゼンテーションを聞いた方が出展ブースを訪れ、
「この波力算定法を用いた防波フェンスが設置された
区間の越波被害と対策後の状況」について質問があり、
パネルに添付されている写真を用いて越波被害と新た
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な波力算定法を活用した対策後の防波フェンスの状況

することが可能なのか等、意見交換していました（写

について回答していました。

真－５）。

写真－４

プレゼンテーション発表する
上久保研究員

写真－５

展示技術について説明する前田主任研究員

６．おわりに
５．けんせつフェア北陸 in 金沢2015
今回は、「土研新技術ショーケース2015 in 東京」お
けんせつフェア北陸 in 金沢2015は、産・学・官の優

よび近畿地方整備局での「寒地土木研究所 開発技術

れた建設技術を一堂に集め、建設技術者の技術の研鑽・

説明会」を開催しました。また、
「九州建設技術フォー

高揚並びに技術情報の交流の場として、新技術・新工

ラム2015」および「けんせつフェア北陸 in 金沢2015」

法の積極的な活用促進、建設技術を活かした地域づく

に出展してきました。今後も土研新技術ショーケース

りや担い手確保に繋がる広報を目的として２年に１回

の来場者、寒地土木研究所「開発技術説明会」への参

催されています。2015年10月16日
（金）～ 17日
（ 土 ）、

加者、各フォーラム・フェアを訪れる来場者および出

石川県金沢市「石川県産業展示館（４号館）」において、

展者からの貴重な意見を伺い、今後の研究開発に反映

「次世代へ伝える建設技術」をキャッチフレーズに158
機関から「安全・安心」、「自然・文化」、「連携・活力」
といった３分野に271技術が展示され、51プログラム

できるよう関係するチームと連携を図り、情報共有に
努めたいと考えています。
（文責：寒地技術推進室

竹ヶ原

一郎）

のプレゼンテーションが行われました。実行委員会か
ら両日の延べ来場者数は約4,000名と報告があり、産・
学・官の土木技術者のほか、金沢市内の大学生・高校
生という未来の担い手も多数詰めかけたフェアでした。
寒地土木研究所からは、
『洪水・津波の氾濫範囲推
定手法～汎用二次元氾濫計算ソフトの活用～』、『破堤
拡幅の推定手法』
（共に寒地河川チーム）
、
『ワイヤー
ロープ式防護柵』
（寒地交通チーム）
、
『ロータリ除雪
車対応型アタッチメント式路面清掃装置』、『凍結防止
剤散布車散布情報収集・管理システム』
（共に寒地機
械技術チーム）のパネルと模型等を展示・説明しまし
た。積雪寒冷地における土木技術を研究開発していま
すと説明すると、
「パネル展示技術の他には、どういっ
た技術を研究開発しているのか。」という質問や、
“雪”
に関して、路面凍結や吹雪への対策技術に興味のある
方が訪れ、北海道で開発された技術を北陸地方に導入
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