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寒地地盤チームは2013年から IRE との間で意見交

１．はじめに

1）

換 やセミナー 2）を行ってきました。また、寒地土木研
平成28年3月1日にインドネシア共和国の首都ジャカ

究所はインドネシアに分布する熱帯性泥炭の試験調査、

ルタ市において『Technical Workshop between IRE

分析、ガイドライン策定等への協力を主目的として、

and CERI on Peat Ground 2016（泥炭地盤における

IRE と2014年に研究協力協定を締結3）しました。今回

IRE と寒地土研の合同会議、以下、泥炭 WS）』が開

の泥炭 WS は協定に基づいて開催されたものです。

催され、寒地地盤チームから林上席研究員、林総括主
任研究員、橋本研究員が参加する機会を得ました。

泥炭 WS は IRE のルディ地盤研究部長と寒地地盤
チームの林上席研究員による開会挨拶で始まりました

本稿は泥炭 WS で得た知見に加えて、地域開発に

（写真－1）。午前は IRE、寒地土研からプレゼンテー

関するオープンセミナーと JICA インドネシア事務所

ション方式による情報共有と意見交換を行い、ここで

との意見交換で得たインドネシアのインフラ事情につ

はインドネシア行政担当者の聴講もありました。

いて報告します。

IRE からは熱帯性泥炭の工学的性質や原位置試験方
法、沈下の予測方法、盛土に伴う地盤や橋台背面地盤

２．泥炭 WS（ワークショップ）

の崩壊事例について説明がありました。寒地土研から
は、「日本の泥炭地盤における地盤改良技術の概要」、

2

インドネシアには20万 km にも及ぶ熱帯性泥炭（ト

「寒地土研における泥炭地盤に関する研究」、
「浅層お

ロピカルピート）
が広く分布しており、これは、世界の

よび深層混合処理技術を併用した軟弱地盤の改良効

熱帯性泥炭の約70％に相当します。このような熱帯性

果」について報告しました（写真－2）。

泥炭上に大規模な道路建設プロジェクトが計画されて
おり、スマトラ、カリマンタン両島で1,000km 以上は
熱帯性泥炭上に建設される予定となっています。
インドネシア公共事業省道路工学研究所
（Institute of
Road Engineering、以下 IRE）は、道路事業に関する
研究、技術開発ならびに基準類の策定を担当している
研究機関です。

写真－2

橋本研究員による講演

寒地土研の講演のあと、IRE 担当者のほかカリマン
タン島の行政担当者から、北海道泥炭の沈下予測手法
のほかパイルスラブの位置づけ、真空圧密工法による
真空ポンプの停止時期が改良効果に与える影響などの
質問がありました。
午後からは午前の議論を踏まえ、今後の IRE と寒地
写真－1
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泥炭 WS の開会式

土研の研究計画に関するミーティングを行いました。
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IRE より具体的な案として、①熱帯性泥炭の沈下予測

して、首都大学東京の清水教授は、日本では観光地へ

手法の確立、②経済的なセメント改良技術の設計・施

の移動手段や方法は移動距離によってトレンドがある

工手法の確立、が提案されました。これを受けて寒地

こと、また、高速道路を利用した地方観光における課

土研は、日本の沈下予測式（能登式）は北海道泥炭をベ

題などについて説明されました。国総研の伊藤道路交

ースに確立されたもので、インドネシアの熱帯性泥炭

通研究部長は日本における「道の駅」の歴史や具体的

に対して適用が可能であるか、室内試験および試験施

な運営方法、最近の日本国内での取り組みについて事

工で検証する必要性を述べました（写真－3）
。

例を交えながら解説されました。
会場からはインドネシア地方部の行政担当者や大学
で土木工学を学ぶ学生から、地域開発について観光な
らびに道路整備・利活用に関する質問が数多く寄せら
れ、道路による地域開発への関心の高さが伺えました。
４．JICA インドネシア事務所
3月2日、JICA インドネシア事務所において、インド
ネシアのインフラ整備状況ならびに JICA が取り組む
事業などについて説明を受けました（写真－4）。JICA

写真－3

林総括主任研究員による説明

セメント改良技術については、室内試験を中心とし
た基礎的な研究の必要性を相互に確認しました。この
二つのテーマを主軸として、2019年度まで研究協力を
継続する方向で意見が集約されました。

インドネシア事務所では、ジャカルタ都市圏の交通渋
滞緩和、都市交通全体の効率化を図るために道路建設
事業や MRT（Jakarta Mass Rapid Transport）などの
マスタープラン作りを行っているそうです。
一昨年に誕生したジョコ新大統領の政策の一つに、
地方部のインフラ整備が掲げられていますが、政府と
しては国費を地方のインフラ整備、ODA などの外資
を都市部のそれに充てる方向のようです。

３．オープンセミナー

寒地土研からは、北海道には特殊な軟弱地盤である
泥炭 WS の開催前日
（2月29日）には、オープンセミ

泥炭が広く分布し、泥炭地盤上のインフラ整備に関す

ナーが国土技術政策総合研究所（国総研）、土木研究所、

る豊富な知識と技術等を保有していることや、2014年

土木学会と IRE の共催で行われ、インドネシア公共事

に IRE と研究協力協定を締結し、熱帯性泥炭の道路

業省、
大学、
民間などから約180名の参加がありました。

建設技術に協力する方針であることを説明しました。

セミナーでは「地域開発」をテーマとして、日本がこ

JICA 担当者からは地方部でのプロジェクトを模索

れまで取組んできた政策や課題、インドネシアの最新

していることもあり、今後も双方で得られた知見につ

動向について、両国の専門家による情報提供と意見交

いて継続的に意見交換を実施することになりました。

換が行われました。
インドネシア側はヘルマント・ダルダック地方イン
フラ開発庁長官をはじめ、数名の行政担当者がインド
ネシアのインフラ事情や課題、2019年までのマスター
プランなどを提示しながら、地方部における道路整備
のあり方について講演されました。
講演の中でインドネシア担当者が強い関心を示した
のは、日本ではお馴染みの「道の駅」による道路整備
でした。インドネシア国内に「Michino-Eki」を設置
することは道路利用者だけではなく、「Michino-Eki」
周辺の中小企業による経済活動によって雇用創出や経
済効果を大いに期待できるとのことでした。これに対
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写真－4

JICA インドネシア事務所にて
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数多くの知見を有しています。今後も積極的に IRE

５．おわりに

と情報共有を図りながら、インドネシアのインフラ整
空港からホテルまでの移動中に車窓からジャカルタ

備の一助になるよう活動していく所存です。

市内を眺めると、道路上を縦横無尽に走る多数のバイ
クと車両に加えて、建設中の高速道路や MRT の作業

参考文献

機械などを目の当たりにしました。日本の高度経済成
長期における建設現場はテレビでしか見たことがあり

1） 山梨高裕、林宏親：インドネシア技術者との泥炭

ませんが、インドネシアはまさに今、高度経済成長期

地 盤 に 関 す る 意 見 交 換、 寒 地 土 木 研 究 所 月 報

にあるのかもしれません。一方、地方部では未だに未
舗装区間が多く、一度、スコールになれば道路が機能
しなくなる箇所も多いそうです。

No.729、pp.55-57、2014.
2） 西本聡、林宏親、橋本聖、山木正彦：インドネシ
ア道路工学研究所（IRE）における泥炭地盤に関す

インドネシアにおける道路インフラの整備は喫緊の
課題ですが、今回の出張において、官民だけでなく土
木工学を履修する学生まで、強い意欲を持って取組む
姿勢にあることが理解できました。

るセミナーおよびワークショップ報告、寒地土木
研究所月報 No.736、pp.42-45、2014.
3） 林宏親：インドネシア道路工学研究所との研究協
力 に 関 す る 協 定 を 締 結、 寒 地 土 木 研 究 所 月 報

寒地地盤チームは前身の土質基礎研究室の時代か

No.740、p.63、2015.

ら、泥炭地盤の特性や沈下予測法、対策工法に関する

48

林 憲裕
HAYASHI Toshihiro

林 宏親
HAYASHI Hirochika

橋本 聖
HASHIMOTO Hijiri

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
寒地地盤チーム
上席研究員

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
寒地地盤チーム
総括主任研究員
博士（工学）
技術士（総合・建設）
APEC Engineer（Civil）

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
寒地地盤チーム
研究員
技術士
（建設）

寒地土木研究所月報

№757

2016年６月

