熊谷組技術研究報告
論⽂
1.

第 78 号

目次

庇の無い外壁に設置されるベントキャップに落下する水滴に対する低減対策
黒木拓，大脇雅直

2.

ヒンジ位置保証型 RC 梁の力学的挙動に付着の除去が与える影響に関する研究
服部翼，前川利雄，坂田弘安

3.

角形鋼管柱―Ｈ形鋼梁接合部内の補強プレートが梁ウェブの応力伝達能力に及ぼす影響に関する研究
野田亜久里，尾﨑亮斗，河南孝典，前川利雄

4.

深層学習を用いた免震下部基礎コンクリート表面の充填率算出手法に関する研究
加藤優輝，三谷和裕，加藤貴之

研究報告
5. 各種ＵＡＶ測量機器による出来形の測量精度の比較検証について
神﨑恵三，天下井哲生，飛鳥馬翼，東館昌吾
6.

AI 制御による不整地運搬車の自動走行技術の開発
飛鳥馬翼，北原成郎，古川敦，宮川克己

7.

ポリイオン粘土法による森林からの放射性物質移行抑制技術の研究
長洲亮佑，横塚享，田部智保，熊沢紀之

8.

二重鋼管とコンクリートで構成されたパイルキャップ〔ＫＳＣＰ工法〕の開発
鈴木真理恵，中里太亮，小川敦，前川利雄

9.

制振ブレースを用いた物流倉庫のエネルギー法による構造設計
中里太亮，青木浩幸，鈴木真理恵

10. 中大規模の木造建築における木質耐火部材の開発
三宅朗彦，松岡直人，金森誠治，清水峻

―CLT 壁の耐火性能に関する大臣認定取得―

11. リアルタイム浮遊菌測定法を活用した室内微生物汚染管理指標の提案
中村孝道，谷口惠梨，佐藤嘉則
12. 光ファイバーを用いたトンネル覆工背面空洞充填のモニタリング実験
張海華，金森誠治，清水峻，大本晋士郎
13. 大振幅地震動に対する免震用複合ダンパーの研究
荻野伸行，北川麻記，白鳥和希
14. 格子状地盤改良による液状化対策を行った鉄骨免震構造の設計方法に関する検討
近藤秀信，小川敦，北川麻記，仙葉香織

施工報告
15. 中国道における平成 30 年 7 月豪雨の盛土崩壊復旧対策 －中国自動車道上熊谷地区災害応急復旧工
事－
中出剛，山口哲司，野々村嘉映，沖津太朗，脇英二，松本浩一
16. 西郷ダム通砂対策工事の施工報告 ―西郷発電所ダム通砂対策工事―
高木秀和，野澤順一郎，中村正雄，江島裕章，齊藤剛
17. 試験施工を活用したトンネル天井板撤去工事
岩𦚰菜摘，鈴木重人，坂部光彦

―高速 2 号東山線トンネル天井板撤去工事―

18. トンネル天井板撤去工事における施工の工夫
木村健輔，吉井孝彰

―六甲山トンネル改築事業―

19. 小土かぶり市道直下における近接施工について － 九州新幹線西九州ルート
新宮信也，大庭志朗，岡原丈実，福田博光，徳永英人，高橋正行

第 3 岩松トンネル －

20. 特殊形状の大ホール天井施工における BIM 活用事例の報告 －四国中央市市民文化ホール新築工事－
西田俊郎，下川智男，正法地崇，比原雅之，清松大統，内山剛
21. 大規模災害拠点病院建築における施工報告
－
清水暁，白山大善，猪又研治，西山勇輝

－国立病院機構仙台医療センター建替等整備工事（建築）

22. 超高層中間免震建物における床版及び梁の現場サイト PCa 化による合理化の取り組み
新都心若葉住宅地区計画 B7 街区新築工事－
荒川慶昭，岡﨑英樹，佐々川浩文，高橋正寛，笹嶋真理子，神田直樹

－（仮）幕張

論文

Paper

熊谷組技術研究報告

第78号／2019.12

目次へ戻る

01

庇の無い外壁に設置されるベントキャップに落下する
水滴に対する低減対策
Methods of Reducing Sound Generated by the Drops of Water
Falling on Vent Caps installed on Outer Walls without Eaves
拓＊

大脇雅直 ＊＊
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Fig.1

メッシュ材による低減対策

Fig.2

防振機構による低減対策

注）図中の試験体①は耐風型の雨滴音対策なし，試験体②は試験体①と同一形状で雨滴音低減対策を行ったベントキャップ．

◆目的
共同住宅では 24 時間換気が法的に義務付けられており，居室に給気口が設置される．ベントキャップは一般的
に庇のある場所に設置される場合が多い．しかし，意匠性や機能性を考慮して庇の無い位置にベントキャップが設
置される場合がある．庇の無い位置に設置すると，上階のベントキャップ等にたまった水が水滴として下階ベント
キャップに落下し，居室内で水滴落下音が発生する場合がある．近年の共同住宅では，居室内が非常に静かな環境
となる場合が増えている．そのため，水滴落下音が聴感上「大きく」聞こえ，「気になる」という指摘が出る場合
がある．そこで，本報では，ベントキャップへ落下する水滴について低減対策の検討を行った．

◆概要
実験室において水滴落下音低減対策として「メッシュ材を用いた低減対策」と「防振機構を取り付けた低減対策」
について検討した．実験では簡易無響室内に共同住宅の給気口ベントキャップに水滴が落下する状況を模擬した設
備を設置し，ベントキャップの天端に高さ 3,000mm の位置からスポイトを使って水滴を落下させた。水滴径は，雨
滴に比べ大きい水滴が想定されることから相当直径 5.9mm とした．
「メッシュ材を用いた水滴落下音の低減対策」では，メッシュ材は耐候性等を考慮して金属製とし，メッシュの
幅は 4 種類とした．メッシュ材はベントキャップ筐体の天端に 5mm 浮かせて設置した．また，より高い低減効果を
得るために，設置したメッシュ材の上に 5mm の隙間を開けてもう一枚メッシュ材を設置した．Fig.1 に A 特性音圧
レベルの測定結果を示す． A 特性音圧レベルは，メッシュ材 1 枚の場合は 47.4～55.7dB，メッシュ材 2 枚の場合
は 41.3～48.8dB であり，低減効果は 10～20dB 程度であった．
「防振機構を取り付けた低減対策」では，ベントキャップの筐体が水滴による衝撃を直接受けないようにするた
め，筐体の天端に金属性の水滴受板とばねにより構成される防振機構を取り付けた．防振機構の水滴受板の重さは
5 パターン，ばねのばね定数（k）は 3 種類とした．試験体の一次固有振動数（f0）は，ばね定数および水滴受板の
重さの組み合わせを替えることで変化させた．Fig.2 に A 特性音圧レベルの測定結果を示す．防振機構の一次固有
振動数が小さくなると A 特性音圧レベルが低下する傾向にあった．一次固有振動数を 30Hz 程度以下にすると，A 特
性音圧レベルは 35dB 以下となる傾向にある．35～50Hz 程度とすると 40dB 程度となる．

◆結論
メッシュ材を用いた低減対策では，高い周波数帯域において大きな低減効果を得ることができ，高い周波数帯域
の音圧レベルが大きい場合に有効であることが確認できた．一方で，水滴が筐体に直接あたることから，低い周波
数帯域においては低減効果を得ることが困難なため，内部の A 特性音圧レベルは 40dB 程度であった．
防振機構を用いた低減対策では，防振機構の一次固有振動数を小さくすると，水滴落下音の A 特性音圧レベルが
小さくなる傾向を示していた．また，一次固有振動数を 30Hz 程度以下とすることで，水滴落下音の A 特性音圧レ
ベルが 35dB 以下になることを確認した．
＊
＊＊
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ヒンジ位置保証型 RC 梁の力学的挙動に付着の除去が与える
影響に関する研究
Study on the Effects by De-bond on Structural Behavior of Hinge
Position Guaranteed RC Beams
服部翼 ＊

前川利雄 ＊

坂田弘安 ＊＊

Fig.2
Fig.1

せん断力－部材角関係

試験体概要

（全体）

Fig.3

せん断力－部材角関係

（～R=1/100rad.）

◆目的
近年，RC 造建物において，大地震による崩壊を防ぎ，人命を守ることができる安全性能だけではなく，地震後も
継続使用可能な損傷制御能や修復性の向上が期待されている．既往の研究によると，RC 部材において，鉄筋とコン
クリート間の付着を完全に除去した場合，ひび割れが一部に集中することが報告されており，損傷の分散が抑制さ
れるという観点では，地震後の修復性の向上が期待できる．そこで本研究では，ヒンジ位置を意図的に梁端部から
離した RC 梁の四隅の主筋の付着を除去した試験体の構造実験を行い，主筋の付着の除去が与える部材の構造性能
および破壊，損傷性状への影響を検討する．

◆概要
試験体は計 3 体であり，B 試験体は全区間に対し付着の除去を行わないもの，DB-1D 試験体は 2 段筋カットオフ
位置より 1D（D:梁せい）までの区間の梁四隅の主筋に対し付着の除去を行ったもの，DB-all 試験体は 2 段筋カッ
トオフ位置から反曲点位置までの区間の梁四隅の主筋に対し付着の除去を行ったものである．試験体の概要を
Fig.1 に示す．変位制御により，スタブ面からの高さ 1,800mm の位置を加力点とし，正負交番繰り返し漸増載荷試
験を行った．
載荷試験の結果，全試験体において，R=1/18rad.まで載荷を行っても，急激な耐力低下は見られなかった．また，
復元力特性はスリップ型にはならず，紡錘型の安定したループを描いており，最大せん断力はそれぞれ，B 試験体
は Q=233kN，DB-1D 試験体は Q=221kN，DB-all 試験体は Q=213kN であり，付着の除去による耐力低下は 10%に満た
なかった．
全サイクルおよび R=1/100rad.までのせん断力 Q－部材角 R 関係をそれぞれ Fig.2 および Fig.3 に示す．
また，付着を除去する区間が長いほどひび割れがヒンジ位置に集中し，損傷領域が抑制されていることを確認し
た．これは，付着を除去した鉄筋からコンクリートへの応力伝達がないため，損傷が付着除去区間ヒンジ側端部に
集中し，付着除去区間内の損傷が抑制されたものと考えられる．

◆結論
本研究により，梁四隅のみに施す付着の除去は，大変形時においても，部材の履歴性状，履歴吸収エネルギー量，
減衰性能等の構造性能に大きな影響を与えないことを確認した．また，梁に生じるひび割れの領域を付着除去区間
ヒンジ側端部に集中させ，付着除去区間内のひび割れの数が抑制されることを確認した．特に DB-all 試験体では，
ひび割れによる損傷領域を著しく低減することができることを確認した．

＊
＊＊
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角形鋼管柱―Ｈ形鋼梁接合部内の補強プレートが
梁ウェブの応力伝達能力に及ぼす影響に関する研究
Experimental Study on Effect of Reinforcement Plates at
H-Shaped Beam to Column Connections on Stress Transfer
Capacity
野田亜久里 ＊

尾﨑亮斗 ＊
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応力コンター図

◆目的
数多くの鋼構造建築物において角形鋼管柱とＨ形鋼梁の組み合わせが採用されているが，この部材断面の組み合
わせでは角形鋼管柱の面外剛性が低いため，設計上の扱いと実性状の把握が不明確という問題が指摘されている．
本研究は，梁ウェブの応力伝達性能を改善することにより架構の地震エネルギー吸収性能を向上させることを目的
とする．

◆概要
柱梁接合部内をプレートにより補強した単位架構の静的載荷試験を行った．その結果，補強プレートが柱鋼管の
面外変形を抑制することで梁ウェブの曲げ抵抗が発揮され，柱梁接合部の地震エネルギー吸収性能が向上すること
を確認した．また，有限要素法解析による実験結果の再現を行い，補強プレートが架構に及ぼす影響についても検
証し，梁ウェブの応力伝達能力が改善していることを確認した．

◆結論
1）補強プレートを設けた試験体，設けない試験体ともに，梁フランジおよびウェブの局部座屈の発生に伴い，耐
力が低下した．
2）最大耐力は補強プレートの有無にかかわらずほぼ同程度の値であった．
3）降伏モーメントは補強プレートを設けない試験体に対して，設けた試験体では上昇していた．補強プレートの
存在により，梁ウェブが梁の曲げ抵抗に寄与したことによるものと考えられる．
4）θ=1/33 の繰り返し載荷を行った結果，補強プレートを設けた試験体では，設けない試験体に比べエネルギー
吸収能力が高くなった．これは，補強プレートが柱鋼管の面外変形を抑制することで，接合部における応力の
偏り，特にフランジ溶接部の局所応力集中が緩和された事によって梁端部破断までの変形性能が向上するとい
う事がわかった．
＊
＊＊
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深層学習を用いた免震下部基礎コンクリート表面の
充填率算出手法に関する研究
Study on Calculation Methods of Filled Area of Concrete Surface
between Base-Isolated Foundation and Base Plate by Deep Learning
加藤優輝 ＊

三谷和裕 ＊＊
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◆目的
免震建物の免震層は免震下部基礎－ベースプレート間のコンクリートが密実に充填されている必要がある．日本
免震構造協会の推奨する充填性確認試験により，施工性やコンクリートの充填性が評価される．充填性の評価は免
震下部基礎－ベースプレート間のコンクリート表面（免震下部基礎コンクリート表面）に対して行われるが，アナ
ログな手法で行われており，深層学習を活用した効率化が可能と考えられる．
深層学習の物体検出とセマンティックセグメンテーションに着目し，深層学習による免震下部基礎コンクリート
表面の充填率算出手法について検討する．本手法により効率よく免震下部基礎コンクリート表面の充填率を算出で
きると考えられ，かつ担当者の個人差による差異を生じさせずに充填率を評価できると考えられる．

◆概要
本論文は，免震層における免震下部基礎－ベースプレート間のコンクリート表面を対象に，深層学習を用いた充
填率算出手法について検討を行ったものである．Semantic segmentation のみによる手法および Object detection
+ Semantic segmentation による手法の 2 種類の手法について，テストデータを対象に充填部と表面気泡の 2 値化
画像の算出を行った．得られた画像から充填率を求め，適合率および再現率について比較した．また，Object
detection + Semantic segmentation による手法について，表面気泡の検出結果として得られる Bounding box の
修正を行うことで，上記手法の性能がどの程度改善されるか検討した．

◆結論
Semantic segmentation(SS)のみによる手法と Object detection と Semantic segmentation（OD+SS）による手
法についてテストデータを対象に充填部と表面気泡の 2 値化画像を算出した．得られた画像から充填率を求め，適
合率と再現率について比較した．結果から，定性的な傾向が等しい画像を作成できる知見を得た．適合率は 0.39
～0.53 の値を示し，誤検知を減らすよう改善が必要である．再現率は SS のみによる手法において 0.73，0.76，OD+SS
による手法において 0.94，0.92 の値を示し，OD+SS による手法が高い値を示した．
OD+SS による手法において Bounding box の修正による性能向上の検討を行った．適合率は 0.87，0.89 と改善し
た．再現率はテストデータ 1 において 0.94 から 0.89 に低下したものの高い値を示した．
＊
＊＊
＊＊＊

技術本部 技術研究所 環境工学研究室
技術本部 技術研究所 基盤技術研究室
技術本部 新技術創造センター 開発第 1 グループ
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各種ＵＡＶ測量機器による出来形の測量精度の
比較検証について
The Comparative Verification of the Shape Accuracy Measured
by Various UAV Surveying Equipment
神﨑恵三 ＊ 天下井哲生 ＊

飛鳥馬翼 ＊

東館昌吾 ＊＊

②と③の UAV 本体は同じ

◆目的
現在，土工事の多くの現場で土量管理手法として増えつつある事例は，比較的低価格のＵＡＶを使用し，写真測
量からＳｆＭソフトウェアより概算土量を算出して出来高管理，進捗管理を行うものである．ただし，低価格ＵＡ
Ｖの測量精度の信頼性に対して疑問が残っているのが現状であった．今回，上記の 5 種類のＵＡＶ測量機器（3 基
は無人航空機搭載型レーザスキャナ，2 基は空中写真測量（無人航空機））を使用して各種ケースで飛行させ，出
来形の測量精度の比較検証を実施した．

◆概要
実証実験は以下の 3 ケースで実施した．
ケースⅠ 5 種類のＵＡＶを同一条件で飛行させ，任意断面における測量較差を比較検証する．
ケースⅡ 同じＵＡＶを異なる飛行高さで飛行させ，法面の法肩と法尻位置で計測を行い，対地高度の違いによ
る解像度の影響を比較検証する．
ケースⅢ 5 種類のＵＡＶを同一条件で飛行させ，任意範囲における土量を算出し，比較検証する．

◆結論
実証実験結果を以下に示す．
ケースⅠ ①ＶＵＸ－１と④α７Ｒは測量較差の平均値や標準偏差の結果から，同等の精度であると考えられ
る．②ｍｉｎｉＶＵＸ－１も標準偏差が近い値であるが，平均値が全ての手法の中で一番高い．ＳfＭ点群に
おいては，標定点を 4 点しか設置していないことを考慮すると，標定点の数によりさらに精度向上が見込まれ
る．植生の影響がない現場においては，Phantom4Pro でも十分対応できる結果であるといえる．
ケースⅡ ①ＶＵＸ－１に関しては，高度の違いによる大きな変化はなかったが，他のレーザ②，③，及び
④α７Ｒ，⑤Phantom4Pro に関しては，高度による影響がみられた（高高度になるにつれてばらつきがある）．
ケースⅢ ①ＶＵＸ－１の値を正しい値として比較した結果，④α７Ｒが一番近い値となった．これは，α７Ｒ
のＳｆＭ点群がＶＵＸ－１同様に均一的な点群であり，側溝等を再現できていることが大きく影響すると考え
られる．⑤Phantom4Pro においても，②ｍｉｎｉＶＵＸ－１や③ＶＬＰ－１６のように結果に大きな差はなく，
施工現場での適用も十分可能であるといえる．
＊
＊＊

土木事業本部 ICT 推進室
東北支店 土木部
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AI 制御による不整地運搬車の自動走行技術の開発
Development of the Automatic Traveling Technology of Crawler
Carriers with Artificial Intelligence (AI) Control
飛鳥馬翼 ＊

北原成郎 ＊

古川敦 ＊

宮川克己 ＊＊

◆目的
我が国を取巻く環境として，経済発展が進み，人々の生活が便利で豊かになる一方で，エネルギーや食料の需要
が増加したり，高齢化社会が進んでいたりしている．そのような背景から内閣府では我が国が目指すべき未来社会
の姿として Society5.0 を提唱している．建設業においても例外ではなく，省人化・効率化を図る必要があり，UAV
や建設ロボットなどの先端技術が導入されている．
建設機械の自動制御システムは，生産性の向上を図るための i-Construction の主要な要素の 1 つである．著者
らは，土砂運搬作業が運搬経路の往復という単調な繰返し作業に着目し，走行させる経路の遠隔操作情報を不整地
運搬車に教示し，それを再現することによる自動走行技術を開発した．
本報文では不整地運搬車の自動走行技術と，それらを効率よく自動制御する AI 制御技術について報告する．

◆概要
教示運転に基づく単独の自動走行技術と AI による制御を組合わせた制御技術であり，2 台以上の車両のスムー
ズな運行とコンピュータによる人の介在を少なくする省人化を可能にする技術である．
自動走行技術は最初に不整地運搬車のオペレータが遠隔操作室から遠隔操作を行い，
その時の速度の加減と GNSS
やジャイロといったセンサにより遠隔操作した時の走行した経路を車載コンピュータに記憶させる「教示運転」を
実施する．そして自動走行時には，教示運転で記憶した情報を基に自動走行経路を作成し(教示データ)，教示デー
タを追従しながら不整地運搬車が自動走行する技術である．
AI 制御技術は教示データと複数車両の走行位置関係を AI が分析することによって，作業目標に対して時間的な
トータルコストが最小となる効率的な運行計画パターンを生成し，かつ車両同士の位置情報を把握し衝突しないよ
うに安全な運行を AI が制御する技術である．

◆結論
・教示運転は現場環境に合わせた自動走行経路を容易に決定し，安全な自動走行を提供する．
・AI の運行管理により，不整地運搬車同士の衝突の安全確認作業が無くなるため，車両運行管理オペレータが
不要になる．
・AI 制御により不整地運搬車の速度の平準化が期待できるため，燃費効率が向上する．
・近接センサ等が無くても，AI 制御による運行管理で車両同士の衝突を防止できる．
・AI 制御により経路が複雑かつ長距離化しても対応できる．
安全性と生産性を向上するために自動化および AI を導入することは有効であり，Society5.0 を実現する AI 自
動走行システムを確立した．

＊
＊＊

土木事業本部 ICT 推進室
土木事業本部 機材部
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ポリイオン粘土法による
森林からの放射性物質移行抑制技術の研究
Study of the Technique that Prevents the Outflow of Radioactive
Materials from the Forest Using Polyion Clay Method
長洲亮佑 ＊

横塚享 ＊

田部智保 ＊＊

熊沢紀之 ＊＊＊

Photo.1

Fig.1

放射性物質移行抑制技術の模式図

Photo.3

原位置試験区

吸着用 PIC 資材設置

Photo.2

汚染土壌の設置

Photo.4

土壌試料採取

◆目的
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により，環境中に放射性物質が放
出され周辺環境を汚染した．それらの地域では住宅地，道路，農地の除染が進められた．一方で全汚染面積の 7 割
を占める森林の除染は，林縁から 20m の範囲に限定されている．除染が完了した地域であっても，未除染の森林に
隣接する地域では移行が起こる可能性がある．
本稿では，未除染森林地域の放射性物質移行抑制技術の開発のため，2 段階の試験を行った．初めに，過去，放
射能汚染拡大防止に活用されたポリイオンコンプレックス
（以下 PIC）
を改良した PIC コロイドの性能を評価した．
次いで，放射性物質を吸着するベントナイトと PIC コロイドを使って森林傾斜地にて原位置試験を行った．

◆概要
チェルノブイリ原発事故時に使用された PIC を日本の森林土壌にそのまま使用すれば，添加されている塩により
植物の生育に影響があると予測された．本研究では，電荷比をコントロールすることで塩を添加せず，溶液中に分
散したコロイド状のカチオン過剰 PIC とアニオン過剰 PIC を調整した．過去に使用された塩添加 PIC と調整した
PIC コロイドを土壌固定硬度，固定層厚，粉塵量及び発芽率の 4 項目で比較し性能評価を行った．
次に，未除染森林地域にて原位置試験を行うことで，PIC コロイドの放射性物質（放射性セシウム）の移行抑制
能力を評価した．移行抑制実験にはベントナイトと PIC コロイドを使用した．ベントナイトはセシウムを吸着して
固定する能力を持ち，森林表土中の放射性セシウムを吸着できる．一方カチオン過剰 PIC コロイドはベントナイト
粒子を凝集させる能力を持つ．つまりカチオン過剰 PIC コロイドでセシウムを吸着したベントナイトを捉えること
ができる．この 2 つの材料を森林傾斜地の移行抑制に活用するために考案したのが Fig.1 の方法である.原位置試
験は，Photo.1 の試験区を作製し実施した．まず，放射性物質を含む土壌を試験区上流に設置した（Photo.2）．そ
の下流側には PIC を散布および，資材の設置（Photo.3）を行い，一定期間ごとに土壌を採取（Photo.4）し放射能
濃度を測定した．

◆まとめ
カチオン過剰 PIC コロイドは 1.5～2.0%w/v，
アニオン過剰 PIC コロイドは 1.25～1.75%w/v の時,土壌固定硬度，
固定層厚，発芽率の 3 項目で塩添加 PIC 溶液以上の性能を示した．カチオン過剰およびアニオン過剰 PIC コロイド
の濃度が 1.5%w/v の時, 粉塵の発生量は塩添加 PIC 以下であった．
森林表土に存在する放射性セシウムを対象とした原位置試験の結果から次のことが示された．ベントナイトを混
合することで，汚染土壌に存在するセシウムはその粒子に吸着され移行した．また，その粒子の移行経路にカチオ
ン過剰 PIC コロイドを散布することで，散布地点にセシウムが堆積した結果が得られた．よって，ベントナイトと
PIC コロイドにより未除染森林の放射性セシウムの移行抑制が可能であると考えられる．
＊
＊＊
＊＊＊

土木事業本部 環境事業部
テクノス株式会社
茨城大学 工学部 物質科学工学科 准教授
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二重鋼管とコンクリートで構成されたパイルキャップ
〔ＫＳＣＰ工法〕の開発
Development of Pile Cap Composed of Double Steel Pipe
and Concrete
鈴木真理恵 *

中里太亮 ＊

敦 ＊＊

小川

前川利雄＊＊＊
引張実験

コンクリート

コンクリート

柱

床スラブ

基礎梁

縮尺

備考

T-1

1/2

基準試験体

N-1

基準試験体

N-2

冶具が中実断面

N-3

支圧実験

基礎梁
ふさぎ板

1/5

内鋼管にスタッド打設

N-4

高強度コンクリート

N-5

偏心有り

M-1

ふさぎ板

M-2

曲げ実験
内鋼管
内鋼管

試験体

外鋼管

外鋼管
杭

せん断実験

軸力中

M-3

軸力大

Q-1

基準試験体

Q-2
Q-3
Q-4

詳細図

軸力小
1/1

1/3

内鋼管長い
内鋼管にスタッド打設
打継面の影響

実験概要および試験体一覧

◆目的
昨今，上部構造が鉄骨造（以後，S 造）の場合に基礎梁を鉄筋コンクリート造（以後，RC 造）ではなく S 造で
構築し，工期の短縮を図る計画が増加している．しかし，基礎フーチングは，RC 造となっており，基礎梁を S 造
とすることによる現場作業の省力化のメリットが十分に活かされていない．そこで筆者らは，基礎梁を S 造とした
場合に，杭基礎のパイルキャップを二重鋼管とコンクリートで構成された鋼コンクリート造（以後，SC 造）とす
ることにより，現場での型枠，鉄筋工事を省略して，施工の合理化と生産性の向上とともに，パイルキャップのス
リム化が図れる本工法を考案した．本報では，二重鋼管とコンクリートで構成されたパイルキャップの構造性能に
ついて引張実験，支圧実験，曲げ実験，せん断実験を行い，安全性の検証を行った結果を報告する．

◆概要
基礎 SC 工法は，鉄骨基礎梁と一体化する内鋼管と杭頭および内鋼管の外側に設置する外鋼管の 2 つの鋼管が特
徴となっており，これら鋼管内をコンクリートで充填する．外鋼管は，杭施工後に現場で杭心に合わせて設置し，
内鋼管は，製作工場で基礎梁および柱，ふさぎ板と溶接することにより，RC 柱 S 梁混合構造の柱梁仕口部のよう
にパイルキャップの鋼コンクリートの応力を鉄骨基礎梁に伝達する役割を果たす．本工法の施工手順は，杭施工お
よび地業後，現場で杭心に合わせて外鋼管を設置し，内鋼管下端まで一次コンクリートを打設する．その後，柱と
一体化している内鋼管を通り心（設計上の柱心）に合わせて設置すると同時に 0 節（基礎鉄骨）の建て方施工を行
うことができる．その後，二次コンクリート打設前に基礎梁を接合し，場合によっては引続き上層の建方を進めて
もよい．二次コンクリートの打設は，任意の時期に行うことができる．
一次コンクリートは内鋼管設置時のレベル調整を兼ねており，0 節の建て方を容易にする．また，外鋼管は施工
した杭の杭心に，内鋼管は柱心に合わせて設置し，外鋼管と内鋼管を偏心させることで，杭の施工時偏心に追従す
ることができる．

◆結論
二重鋼管とコンクリートで構成されたパイルキャップについて各種実験を実施して，以下の結果を得た．
①杭に定着筋を設置することで RC 造のパイルキャップと同様に引張力の伝達ができることを確認した．
②鋼管によるコンクリートのコンファインド効果による支圧耐力の上昇を確認した．
③既往の RC 造パイルキャップの曲げ耐力評価式と同等の曲げ耐力があることを確認した．
④鋼管の水平方向パンチングせん断破壊を想定した耐力式により最大荷重を安全側に評価することができた．
なお，本工法はこれらの実験結果に基づいて適用範囲と耐力評価式を定め，平成 30 年 11 月に建築確認検査機関
の建築物構造評価により技術評価を取得し，一般の建築確認により建物に採用することが可能となっている．

＊
建築事業本部 建築技術統括部 建築構造技術部
＊＊
技術本部 技術研究所 基盤技術研究室
＊＊＊ 技術本部 技術研究所 防災技術研究室
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制振ブレースを用いた物流倉庫のエネルギー法による
構造設計
Structural Design by Energy Method of Logistics Facility Using
Damping Braces
中里太亮 ＊

青木浩幸 ＊

鈴木真理恵 ＊
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◆目的
エネルギー法は，2005 年に告示により制定された「エネルギーの釣合いに基づく耐震計算法（以下，エネルギ
ー法）」の略称である．制振構造を採用した高さ 60m 以下の建物においては，エネルギー法を用いることで，通常
の確認申請のみでの対応が可能となり，設計期間および，申請期間の短縮を図ることができる．また，エネルギー
法では稀に発生する地震に対して制振部材を塑性化させることが許容されており，従来の耐震設計と比較し耐震性
能および，経済性の向上が期待できる．一方で，その計算手法は一般的に広く用いられているとは言い難く，当社
においてはその採用実績がないのが現状である．
本報告では， 4 階建ての物流倉庫を想定して制振構造を採用した鋼構造建物で，エネルギー法を用いて設計し
た過程と設計結果を示した．また，エネルギー法による設計結果と時刻歴応答解析結果を比較し，エネルギー法の
妥当性の検証をおこなった．

◆概要
一般的な倉庫でよくみられる，屋根が折板屋根等で軽量であり，その他の階が倉庫で積載荷重が大きく，荷重お
よび，剛性率のバランスが均一でない 4 階建て物流倉庫を想定したモデルにおいて，エネルギー法で制振構造とし
て試設計した過程と設計結果を示した．また，同モデルで時刻歴応答解析をおこない，その結果とエネルギー法の
結果を比較し，エネルギー法の結果の妥当性の検討をおこなった．最後に従来の設計法である保有水平耐力計算で
耐震設計した場合と，エネルギー法で設計した場合で，ブレース量の比較をおこない，エネルギー法の経済的な合
理性を示した．

◆結論
エネルギー法による試設計をおこなった結果と時刻歴応答解析結果の比較をおこなった結果，本検討の場合，Gs
を N 値より推測した Vs で精算し，We ただし書きを適用した場合のエネルギー法における安全限界時の最大層間変
形角は，レベル 2 地震動による時刻歴応答解析結果と似た傾向を示し，各階のエネルギー分担率は，エネルギー法
と時刻歴応答解析結果で良好な対応を示した．
また，従来の設計法である保有水平耐力計算と比較すると，ブレース本数を減らすことができるとともに，ブレ
ースの負担軸力を小さくすることができた．
＊
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中大規模の木造建築における木質耐火部材の開発
―CLT 壁の耐火性能に関する大臣認定取得―
Development of Fire-Resistant Timber in Medium and Largescale Wooden Architecture
―Acquirement of Certification by the Minister of MLIT about
Fireproof Performance of CLT Wall―
三宅朗彦 ＊
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Fig.1

性能評価試験での CLT 表面温度

Photo.1

試験後の試験体の状況（2 時間耐火試験）

◆目的
近年，木造建築に関する法令の整備等を背景に，中大規模の木造建築が実現しやすくなっている．一方，中大規
模建築物の主要構造部を木造とするためには，部材に所定の防・耐火性能が要求される．筆者らは，すべての耐火
建築物に適用できるような耐火性能を目標とし，燃え止まり層として普通硬質せっこうボード，断熱耐火パネル，
表面仕上げ材を被覆した木質耐火部材（柱，梁，壁，床）の開発を進めている．
本報では，開発中の木質耐火部材の概要と，すでに国土交通大臣認定を取得した直交集成板（以下，CLT）壁の 1
時間と 2 時間の耐火試験の内容を報告する．

◆概要
耐火構造の主要構造部材には，耐火性能として所定の時間の火熱が加えられた際の非損傷性，遮熱性，遮炎性を
担保する必要がある．技術的，コスト的検討の結果，筆者らは木材の荷重支持部（芯材）に普通硬質せっこうボー
ド，断熱耐火パネル，表面仕上げ材を燃え止まり層として被覆する木質耐火部材を考案した．
考案した CLT 壁について，大臣認定の性能評価のための試験方法に準じて性能評価試験を行った．試験方法は載
荷加熱式とし，CLT 壁に圧縮座屈の長期許容応力度に相当する応力度が生じるように載荷しながら ISO834 に準じ
た加熱を行った．
性能評価試験の結果，CLT 壁は所定の判定基準を満足し，十分な耐火性能を有していることが分かった．非損傷
性については，木材の着火危険温度が 250℃程度であるのに対し，CLT 表面の温度は最高 120℃程度であり，木部の
炭化による荷重支持部の断面欠損は見られなかった．また，試験中の荷重支持部の変形は規定値に対して十分に小
さかった．遮熱性，遮炎性については，非加熱側の温度上昇は規定値よりも十分小さく，火炎の噴出や発炎，亀裂
等の発生もないことが分かった．

◆結論
性能評価試験によって CLT 壁の耐火性能を確認し，大臣認定を取得した．これにより耐火建築物において，1 時
間耐火仕様は最上階から 4 層，2 時間耐火仕様はすべての階の壁として実際の建築物に適用できるようになった．
今回行った壁の耐火性能確認と同様に，今後は本仕様を用いた柱，梁，床の耐火性能の確認および大臣認定の取
得をする予定である．

＊
＊＊
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リアルタイム浮遊菌測定法を活用した
室内微生物汚染管理指標の提案
Survey of Actual Indoor Airborne Fungi by Real-Time Microbe
Measurements and Molecular Ecological Analysis
谷口惠梨 ＊

佐藤嘉則 ＊＊
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事務所（冬季）における微生物センサおよび培養法による浮遊菌測定結果

エアサンプラーによる空気質採取と培養結果

◆目的
カビ汚染は，カビ毒やアレルギー疾患・真菌症などの病原となることから，室内環境汚染のなかでも重要視され
ているものの，室内浮遊菌に関する生態的実態は不明である．室内環境における浮遊菌の実態調査を目的とし，様々
な室内環境を対象に培養法に拠らないリアルタイム浮遊菌数測定と生態解析を実施しデータを蓄積した．培養法に
拠らない室内環境浮遊菌数測定が室内微生物汚染の管理指標として有用性があるか検討した．

◆概要
浮遊菌の測定は，エアーサンプラーを用いた培地への空気質の吹き付けによる培養法を基本としているが，培養
法では選択した培地や浮遊している菌の種類の影響でごく一部の浮遊菌しか捉えることができず，また測定に数日
以上を要するという欠点がある．さらには，研究例が限定的なため浮遊菌の生態的実態は不明であることから，室
内環境において実際に発生するカビ・浮遊菌調査により培地培養で生えるカビ・室内環境において浮遊しているカ
ビ胞子およびその量についての関係性は全く分かっていない．
様々な室内環境を対象に，微生物センサおよび温湿度計により連続データを取得した．さらに，液体サイクロン
エアーサンプラーを使用して空気質を採取し，そこから DNA を抽出した．真菌 ITS 領域を対象に PCR 増幅し遺伝子
情報を得て次世代 DNA シーケンス解析を行うことで，試料中に含まれる浮遊菌の分子生態解析を行った．

◆結論
微生物センサによる浮遊菌推定値は，培養法で得られる浮遊菌数の 100～1,000 倍であった．培養法では測定し
きれていない浮遊菌をリアルタイムで連続測定することができた．人の出入りや外気の流入などにも敏感に反応し
ており，微生物センサで得られたデータは妥当性があると考えられる．遺伝子解析による生態解析の結果において
は，未培養真菌類の存在が多いことがわかった．つまり，室内環境においては，培養法では捉えきれない浮遊菌が
多く存在していることが示された．また，壁などに発生するクロカビや食品などに発生するアオカビ，シロカビ等
の代表的なカビ類の存在はほとんど確認できなかった．さらには，住環境以外では病原性真菌類はほぼ存在しない
ことがわかった．したがって，ある程度の浮遊菌量で制御できていれば，適切に温湿度を管理することでカビ発生
やカビが引き起こす感染症などのリスクを十分に下げることができると考えられる．すなわち，微生物センサによ
るリアルタイム浮遊菌測定は，室内空気質微生物汚染の測定に大変有効であり，管理指標として有効的に活用でき
るものと考えられる．得られたデータや室内環境の状況を基に，室内空気質微生物汚染についての管理指標を提案
した．

＊
＊＊
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光ファイバーを用いたトンネル覆工背面空洞充填の
モニタリング実験
Experiment on the Monitoring of Backfilling of Cavities Around
an Old Railway Tunnel Using Plastic Optical Fibers
張海華＊

金森誠治＊

清水峻＊

大本晋士郎＊＊
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◆目的
インフラ老朽化の問題は大きな注目を集めている．特に，矢板工法で建設されたトンネルでは，覆工の背面に空
洞がよく存在する．地山とトンネル構造を一体化するために，空洞にグラウチング材を充填することが必要である．
空洞充填は，主に注入圧力と点検孔からの注入材リークの両方によって管理している．しかし，実際の充填状態の
確認はいまだに課題となっており，確実かつ取扱いの簡易な充填確認方法が求められている．

◆概要
本報告は，トンネル覆工背面空洞の充填材の有無を判別するために，プラスチック光ファイバーセンサーを用い
た方法を提案した．光ファイバーセンサーは 2 本の光ファイバーからなる直角プリズム構造で材料の屈折率の違い
によって，反射された光強度が変化する．つまり，空気中では，最初の 1 本目の光ファイバーからの光が斜め面に
当たると，光は内部反射によって分散される．一部の光は，光ファイバーの境界を通過し 2 本目の光ファイバーの
斜面で再び反射され，2 本目の光ファイバーの端部で直接見ることができる．また，光ファイバーセンサーのプリ
ズム端を水中（充填材）に置くと，光はセンサー先端の 2 つの斜面で反射されるのではなく，ほとんど水に入る．
したがって，2 本目の光ファイバー端からの光は弱くなり，光強度の変化によって空気，水と充填材を判定できる．
本報告は光ファイバーセンサーを用いたトンネルの空洞充填確認方法の適用性について予備実験と現場実験を
行い，検証したものである．

◆まとめ
トンネル覆工背面の空洞充填状況をモニタリングするために，プラスチック光ファイバーセンサーを用いた方法
を提案した．光の反射と屈折を利用して，センサー先端の材料の違いを知ることができる．予備実験では，センサ
ーの高さまた向きによる応答について確認した．さらに，現場実験を行い，空洞充填のモニタリングの可能性を検
証した．センサーは空洞の充填材の有無に対して良好な反応を示した．トンネル覆工背面の空洞形状は複雑である
が，本センサーにより充填材の流れを明確に把握することができ，実施工での充填確認が可能となると考える．

＊
＊＊
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大振幅地震動に対する免震用複合ダンパーの研究
Study of composite damper for seismically isolated structures to
counter extremely strong earthquake ground motion
荻野伸行＊

北川麻記＊＊

白鳥和希＊＊
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◆目的
大振幅地震動に対する免震構造の応答変位抑制として，様々な開発が進められているが，その対策の一つとして，
熊谷組技術研究報告 76 号では，速度切り替えを多段にする改良型オイルダンパー（以下，多段速度依存型可変減
衰オイルダンパー）の開発について報告している．可変減衰オイルダンパーは，変位依存型と本開発の速度依存型
に分けられるが，本オイルダンパーは，本来のオイルダンパーの機構（バルブ設計のみ）を活かすことで，大幅に
改造することなく，目標性能を実現できることに特徴をもっている．一方，2016 年の熊本地震では，震源近傍で
長周期成分が卓越するパルス状の強い地震動（以下，長周期パルス）が観測されている．これらは，免震構造にと
っても，非常に厳しい地震動となっており，現在の免震部材の限界性能を超えるものとなる．その解決策として，
オイルダンパーと摩擦ダンパーを組み合わせた，複合ダンパーを適用した場合の時刻歴応答解析による検討結果に
ついて報告する．

◆概要
免震用オイルダンパーの限界速度は，100～150cm/s であり，バルブの設計・製作の制約で，200cm/s を超えるも
のは現在，製品化されていない．一方，長周期パルスを想定した場合の免震構造の応答速度は 200cm/s を超える場
合がある．ストッパーや擁壁に衝突させる設計もその対策の１つであるが，ここでは，免震効果を大速度・大振幅
領域でも確保できるダンパーとして，多段速度依存型可変減衰オイルダンパーと摩擦ダンパーを直列に設置し，設
定速度を超えると摩擦ダンパーにパッシブで切り換わるシステムを考案する．本複合ダンパーを解析可能とするた
めのソフト改良を行い，第 3 期免震建物モデル 15 階建て RC 造の基礎免震構造を用いて，時刻歴応答解析を実施
した．なお，解析モデルは，1 柱列多質点系モデルの等価せん断型モデルとし，支承材および復元材は，高減衰ゴ
ム系積層ゴムを採用するため，ハードニングと低面圧下の復元力モデル（復元材：1Mpa）を考慮できる Kikuchi-Aiken
モデルを用いた．入力地震動は，長周期地震動の他，一般の設計用入力地震動を遥かに上回る最大速度 240cm/s を
記録した 2016 熊本地震の西原村小森 EW を含む，8 波を採用している．解析検討ケースは，基本モデル，複合ダ
ンパーモデル（摩擦力変動），既存オイルダンパー，制振構造併用等について実施し，(1)複合ダンパーの性能評価，
(2)制振装置の効果と既存オイルダンパーとの比較，(3)残留変位と温度上昇について，比較検討している．

◆まとめ
長周期パルスを含む大振幅地震動対策として，多段速度依存型可変減衰オイルダンパーと摩擦ダンパーを複合し
たダンパーにおける解析検討を行った．
本ダンパーは，大速度・大振幅領域においても限界性能以下で一定の免震効果が発揮できる．一方，良好な免震
効果を得るための変位量は 1.5m 程度必要であり，それに伴い大型の復元材の開発・実用化や，複合ダンパーのデ
バイスの構築が必要である．
＊
＊＊
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格子状地盤改良による液状化対策を行った
鉄骨免震構造の設計方法に関する検討
Study on Design Method of Steel-Isolated Structure with
Liquefaction Countermeasure (Lattice Columnar Improvement)
近藤秀信

＊

小川敦 ＊＊

北川麻記

＊＊＊

仙葉香織

＊

改良体に囲まれた部分の変位はほとんど変形していない

単位：m

0.00

0.06

地盤改良体

0.09

0.13

0.16

0.20

Fig.2 格子状改良 水平変位のコンター図（AW1）

Fig.1 地盤改良伏図

Fig.3 AW1 擬似速度応答スペクトル

（a）応答変位
(b)応答層せん断力係数
Fig.4 AW1 最大応答結果グラフ

◆目的
液状化する地盤に建物を建設する場合には，液状化層以深を支持層とする杭基礎として表層地盤が液状化しても
建物本体には被害が及ばないように対策を行うか，または建物下部に液状化が発生しない様に地盤に対して対策を
施す方法がある．
本報告では液状化層において液状化が発生しない様に対策を施し，直接基礎として設計した基礎免震構造による
病院建物の設計における液状化対策の手法および地震動に与える影響について検討方法および検討結果を示す．

◆概要
基礎免震構造の下部構造を鉄筋コンクリート造，免震装置直上の基礎から上部構造を鉄骨造とした地上 6 階建て
の病院建物を対象とした．
液状化抑止効果の検討については，基礎フーチング直下の地盤改良部を交点とし格子状に地盤改良を行う方法に
対して，有限要素法解析により検討を行った．検討の結果，改良体に囲まれた部分はほとんど変位しておらず，過
剰間隙水圧の上昇も抑えられていることから，液状化に対する格子状地盤改良の効果を確認したため，上部構造に
影響を及ぼすような地盤の性状は生じないと判断できる．
また，地盤改良考慮の有無（改良・非改良）・モデル化の違い（1 次元モデルか 2 次元モデルか）および解析手
法の違い（液状化解析か逐次積分法か）による地震動の性状の違いをスペクトルおよび建物応答値により比較検討
した．改良を考慮した場合，モデル化および解析手法の違いによらず応答性状は 5 階，6 階で多少のずれはあるが，
応答性状は非常に近しい結果となった．

◆結論
2 次元地盤モデルの解析結果より，格子状地盤改良を行うことで地盤の液状化を抑止し，地震動の増幅を小さく
できることが確認できた．地震動の性状は液状化を考慮しないで地盤改良を考慮した１次元地盤モデルと概ね同様
な結果となった．地盤改良を考慮せず，液状化を考慮した地震動ではやや長周期側（1 秒後半以降）で擬似速度応
答スペクトルが大きくなっており，本建物のように 1.5 秒～4.5 秒付近に固有周期がある低層の免震構造において
は，建物にとって厳しい地震動となる．
格子状柱状改良による液状化対策は，本建物においては地震応答を小さく抑えることができ有効な対策であった
と言える．
＊
＊＊
＊＊＊

建築事業本部 設計本部 構造設計部 構造第 2 グループ
技術本部 技術研究所 基盤技術研究室
建築事業本部 設計本部 耐震設計部 耐震設計グループ
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中国道における平成 30 年 7 月豪雨の盛土崩壊復旧対策
－中国自動車道上熊谷地区災害応急復旧工事－
Restoration Measure for a Collapse of Embankment Caused by The
Heavy Rain Event of July 2018 in Chugoku Expressway
中出剛 ＊ 山口哲司 ＊ 野々村嘉映 ＊＊
脇英二 ＊＊＊＊ 松本浩一 ＊＊＊＊＊

沖津太朗 ＊＊＊

中国自動車道

JR 姫新線

盛土のり面被災状況

復旧対策工事完了全景

◆目的
西日本を中心に多くの地域で河川の氾濫や浸水害，土砂災害が発生した「平成 30 年 7 月豪雨」は，重要インフ
ラである高速道路にも多数の被害を生じさせた．このうち，中国自動車道上熊谷地区における盛土のり面崩壊に対
し，設計・施工による災害応急復旧工事に当社が取り組んだ．
供用中の高速道路と JR 営業線に挟まれた厳しい施工環境の中，「早期復旧」の社会的要請に応えるため実施し
た，緊急災害工事における調査・設計・施工の取り組みについて報告する．

◆概要
「平成 30 年 7 月豪雨」により，中国自動車道上り線側盛土のり面下部において，7 月 7 日朝に幅約 28m，長さ約
45m，高さ約 13m の盛土崩壊（崩壊土約 1,500m3）が発生し，のり面下方に位置する JR 姫新線や民家に土砂が流入
する災害が生じた．被災直後から地盤傾斜計による動態観測を行うとともに，後背地山や崩壊斜面への雨水浸透防
止を図り，動態観測や路面変状に応じ，通行止めを含む通行規制ができる体制を構築した上で，7 月 9 日朝に下り
線を対面通行規制により通行止めを解除した．
応急対策工として，盛土前の旧地形（沢地形），切土側の排水不良や盛土部の排水不良等などが盛土崩壊の主な
原因であることが判明したため，既存の排水・防水機能を回復させるとともに，全 4 車線開通のための本線盛土の
安全度向上および崩壊地下方における施工の安全確保を目的として，本線のり肩部に抑止杭（H400＠1.5m，L=24m）
をダウンザホールハンマによる先行削孔を併用し打設した．応急対策工の完了により，被災 1 か月後の 8 月 8 日に
下り線の対面通行規制を解除し，全 4 車線を開通させた．
一方，恒久対策の施工にあたっては，崩壊地の施工ヤードが狭小であり，崩壊地下方の JR 姫新線や河川により，
アクセスが困難であることが問題であった．このため，河川には応急対策工と並行して仮橋を設けるとともに，JR
線路横断については渡線路を設置した．また，早期の恒久対策施工にあたり，JR 側からの盛土材搬入が困難と考え
られたことから，盛土上部に滑り台を設置し，高速道路本線上から盛土材を投入する施工方法を採用した．走行車
線規制した上り線からペイローダにより盛土材を投入することで，早期に盛土を再構築することができた．

◆まとめ
アクセスが困難な厳しい施工条件下の復旧工事において，発注者・施工者が緊密に連携し，早期の高速道路開通
を果たすことができた．気候変化に伴い今後も豪雨による土砂災害が多発すると考えられるが，本工事での取り組
みが同様な復旧工事において参考となれば幸いである．
＊
＊＊
＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊＊

土木事業本部 土木設計部
東北支店 営業部 秋田営業事務所
首都圏支店 相鉄新横浜作業所
中四国支店 備前メガソーラー作業所
中四国支店 土木部
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西郷ダム通砂対策工事の施工報告
―西郷発電所ダム通砂対策工事―
Construction Report of Saigo Dam Remodeling Work
―Saigo Power Plant Dam Remodeling Work―
高木秀和 ＊

野澤順一郎 ＊＊

中村正雄 ＊＊＊

改造後

改造前

SR 堰設置

江島裕章 ＊＊＊＊

堤体取壊し

堤体コンクリート完了

齊藤剛 ＊＊＊＊＊

通砂運用

耐摩耗対策工

◆目的
近年の気候変動による異常気象で想定を超える豪雨や巨大台風が発生し，各地で大水害や土砂災害が発生してい
る．一方，昭和期の電力エネルギー需要に対応するため建設された多くの水力発電所は，更新の時期を迎えつつあ
る．また，地球環境保全の観点より再生可能エネルギーの利用促進の要求は高まっている．以上より，これからは
洪水調整能力の増強やダム本体の更新などの再開発工事の必要性が高まることが予想される．本工事は建設されて
から 90 年が経過したダムの改造工事で，その施工技術は今後のダム更新時代に参考となる多数の工種で施工され
た．今後の参考のために報告する．

◆概要
西郷ダムは宮崎県の耳川に設置された発電用の取水ダムである．耳川は，平成 17 年の台風 14 号によって多数の
斜面崩壊と甚大な浸水被害が発生した. この水害を契機に流域の治水安全度向上を図る方策が協議され，九州電力
株式会社は下流 3 ダムの連携による通砂運用を行うため西郷ダムの越流天端を 4.3m 切下げる改造工事を決定した．
西郷ダムの改造工事は，これまでに当社に蓄積されてきた技術力を活かし，実施工の中で設計内容の実施に向け
ての確認試験や，工種変更についても検討して施工した．当該工事の概要と実施した以下の取組について報告する．
1．工事概要
2．ダム通砂運用とダム改造の概念について
当改造工事は，ダム運用計画の変更に伴い実施された.変更された通砂運用計画について説明する．
3．仮設備計画について
既設ダム改造工事では，仮設備の配置計画が重要である．西郷ダムでの配置計画について説明する．
4．施工報告
①上流仮締切工の施工について
上流仮締切工に可倒堰を設置した点，止水矢板を複数年に設置した点など，施工状況について説明する．
②堤体取壊し工について
ピア部および堤体部の取壊し方法，残置する旧堤体への配慮事項や工法について説明する．
③堤体コンクリートについて
旧堤体と新堤体との一体化の対応事項，新設コンクリートの品質確保の取組について説明する．
④耐摩耗対策工について
通砂運用に伴い堤体の摩耗対策としてダクタルパネルを設置した．ダクタルパネルの設置について説明する．

◆結論
地域の流域安全度の向上を図る工事において，既設堤体と新設堤体との確実な一体化を図り，工程を確保し，無
事「通砂運用」を開始できた．
＊
＊＊
＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊＊

土木事業本部 ダム技術部
九州支店 女子畑作業所
九州支店 JR 立野作業所
九州支店 川内原発土木作業所
九州支店 七隈地下鉄作業所
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試験施工を活用したトンネル天井板撤去工事
―高速 2 号東山線トンネル天井板撤去工事―
Tunnel Ceiling Panel Removal Construction Using Test Operation
岩𦚰𦚰𦚰𦚰菜摘 ＊

Photo.1

模擬トンネル

鈴木重人 ＊

Photo.2

坂部光彦＊＊

施工前

Photo.3

撤去工

Photo.4

施工後

◆目的
平成 24 年 12 月に笹子トンネル天井板落下事故が発生した．その影響を受け名古屋高速道路公社では技術検討委
員会を設け，東山トンネルの緊急点検を実施し，保守を強化することで安全の確認を行ってきた．また，土木学会
から「コンクリートのあと施工アンカー工法」において，長期にわたって構造物を吊り下げる場合は，あと施工ア
ンカー工法の適応を避ける旨の知見が示された．これにより技術検討委員会では平成 27 年 3 月に天井板撤去の方
針を決め，撤去を行うこととなった．
平成 31 年 2 月に約 1 カ月間トンネル内を通行止めし，天井板撤去工事を行うこととした．当該工事の天井板は，
他トンネルに比べ強固に作られており，重量が最大で 2t ある．このような天井板を撤去したという過去の施工例
が少なく，さらに約 1 か月間で天井板・隔壁・受台撤去およびトンネル覆工補修までを行うので，確実な施工方法
と工程の厳守を求められるものとなっていた．そこで，東山トンネルと同規模の模擬トンネルを製作し，施工方法
の確立とオペレーターの習熟度向上の目的で試験施工および習熟訓練を行った．

◆概要
模擬トンネルには，天井板・隔壁・受台の試験ヤードを設け，施工方法を考案した．
天井板はアイアンフォークを取り付けたバックホウでつまみ撤去する方法を確立させた．アイアンフォークだけ
では天井板の中心に力が加わり天井板を破損させる恐れがあるので，均等な力で挟めるように専用の治具を取り付
け，より安全に撤去できるよう改良を加えながら冶具を決定した．
隔壁は，他現場で行っていた倒し込みの方法を検討したが，東山トンネルの構造から倒し込みの方法は使えない
と判断し，別の方法を検討した．フォークリフトに専用の治具を取り付け，隔壁 3 枚+中央吊り金具を同時に撤去
する方法とした．
受台は，直下にトンネル照明があり，離隔もなく破損させる恐れがあった．そこで，トンネル照明と受台の間に
フォークリフトのフォーク部に取り付けた鋼板を差し込み，鋼板上に受台を固定させ撤去する方法とした．
上記の施工方法を確立し，平成 31 年 2 月の本施工に臨んだ．

◆結論
平成 31 年 2 月 3 日から通行止めを開始し，天井板・隔壁・受台撤去から補修工までを 25 日間の通行止め内で終
わらせ，平成 31 年 2 月 27 日 24 時に通行止めを解除することができた．撤去作業中は，コンクリート殻の搬出に
よる撤去作業効率の低下や，狭隘部のハツリ作業による施工速度の低下など，対応に追われることもあった．しか
し，最適な運搬搬出時間の確定や，ハツリ作業を短縮した新たな撤去方法の検討を行い，撤去速度の回復につなが
った．また，撤去作業が進むにつれ，オペレーターの習熟度が増したことや，現場環境への慣れが影響した結果撤
去速度があがり，遅れた時間を取り戻し通行止め期間内に作業を完了させることができた．

＊
＊＊

名古屋支店 東山トンネル天井板撤去作業所
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トンネル天井板撤去工事における施工の工夫
― 六甲山トンネル改築事業 ―
Contrivance in Construction of Tunnel Ceiling Board
Removal Work
木村健輔 ＊

吉井孝彰 ＊＊

改築前断面図（半横流式）

改築後断面図（縦流式）

天井板撤去状況

◆目的
六甲有料道路は昭和 42 年に神戸市により建設された道路で,六甲山系により分断された神戸市域を南北に結ぶ
生活道路であり,また山陽自動車道・中国自動車道とも連絡する重要な道路である.六甲有料道路の中央部に位置す
る六甲山トンネルは,全長 2,855m の 2 車線対面通行のトンネルで,建設当時は道路トンネルとしては世界で 5 番目
の長さであったと言われている.建設後 50 年以上が経過し,覆工コンクリートや天井板および換気所には経年劣化
が多く見受けられるようになった事から,長期的な安全性・経済性を確保する目的で,大規模改修工事を行うことと
なった.

◆概要
本事業は,これらの改修に合わせて,六甲山トンネルの天井板を撤去し換気方式を半横流式から縦流式に変更し,
第 1・第 2 換気所を撤去して新たに坑門を設置する工事である. 六甲山トンネルは,天井板上部の空間を換気ダク
トとして利用する半横流式が採用されている.3 箇所の換気所からトンネル天井板上部に外気を取り込み,天井板に
ある換気孔から天井板下部の走行空間に外気を流し込み,排気ガスを両坑口から排出する換気方式であった. 本工
事では,天井板を撤去するほか 3 つの換気所のうち両坑口の 2 カ所を撤去して,ジェットファンを設置し,トンネル
内の空気を一方向に流すことにより,片側の坑口から排気ガスを排出する縦流式の換気方式に改築する工事である.

◆まとめ
施工時間の制限については，撤去した天井板を搬出して交通規制を解除するために，トレーラーの荷台にリフタ
ーを設置して天井板を載せ搬出する方法で解決した．また，1 施工当たりの天井板撤去長を延ばすため，リフター
を改造し，5ｍ延長することで工事期間を短縮することができた．
夜間の天井板撤去時には,現状のトンネル照明を生かしつつ作業を行う必要があるとともに,天井板の下部に設
置されているケーブルラックやトンネル照明器具が天井板撤去の支障となるため，リフターに横移動ジャッキを設
置したことで，トンネル中心側に移動が可能となり,既設構造物との離隔を確認して慎重に作業を行うことができ
た.
施工スペースの制約については，断面約 55 ㎡と非常に小さいため,天井板の設置位置も低く,撤去後に天井板を
搬出する際は，リフターに積載された天井板と既設天井板とのクリアランスを十分に確保する必要があった.鉛直
ジャッキのストロークが長くなったが，ストロークの長い特殊な鉛直ジャッキを使用せず通常の鉛直ジャッキを 2
段仕様にすることでコストを抑えて問題を解決した．
本施工では,中床トレーラーに天井板撤去用の架台を組み施工を行った．これにより,施工時間内にトンネルから
天井板の搬出を可能とすることで，夜間のみの通行止めに留めることができ，市民生活への影響を最小限に抑える
施工を実現した．また,中床トレーラーにセットした架台を油圧ジャッキにて上下・横移動させることで,小断面の
トンネル内で施工することを可能とした．さらに，鉛直ジャッキを個別に稼働させることで架台を水平に保ち安全
に天井板を撤去する事ができた．

＊
＊＊

関西支店 土木事業部 土木部 技術グループ
関西支店 土木事業部 土木部 六甲山トンネル作業所
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小土かぶり市道直下における近接施工について
－ 九州新幹線西九州ルート 第 3 岩松トンネル －
Neighboring Construction of Shallow Tunnel Immediately Below
The City Street
新宮信也＊ 大庭志朗＊＊ 岡原丈実＊＊＊ 福田博光＊＊＊＊ 徳永英人＊＊＊ 高橋正行＊
トンネル掘削影響範囲（45°）

道路占用(1次) 道路占用(2次)
道路幅W=11100

鋼管3000
スリット入り

1100
0
HIVP管400

HI VP管4000

52.8

54.2

2000

00
り鋼管30
スリット入

45.6

68. 8
46 .9

改良盛土
6 2.6

00 M
38 K0

980M
3 7K

70.1

38 K

02 0M

40
38K0

M
38 K

68.1

掘進方向

71 .2

下水道管（φ200VU管）
・吊り防護
たて込み簡易土留
(AGF鋼管接触対策)

4 6.3

トンネル掘削影響範囲（45°）

72.2

5400

1900

1000

6 2.3

70.1
75

80

3010

5700

63 .9

78.3

06 0M

38 K0

8 0M

20 M
38 K1

00M
38K1

45

上水道管（φ75鋳鉄管）
・接続部補強
・吊り防護
・保温材巻き
・浮上り防止
AGF鋼管（φ114.3mm）

沈下量
± 0.0 mm
－ 1.0
－ 2.0
－ 3.0
－ 4.0
－ 5.0
－ 6.0

64.0

44.1

44.3

65.4

68.3

74.6

1：2 .0
49.3

5 6.1

下水道管

62.6
66 .2

トンネル掘削影響範囲（45°）
上水道管

67.3
6 6.2

44. 6
66.4

セメント改良盛土

44 .2

63.7

トンネル掘削影響範囲（45°）

52.2
61.1

6 4.2

63.3

L=12.5m
9°

L=10.5m
6.8°

L=10.5m
6.8°

コンクリートt=100mm
溶接金網埋込み
（注入材リーク対策）

AGFシフト間隔

小土かぶり対策工計画縦断図

計測間隔＠5m

長 崎 方

・測定開始・終了時期
切羽の掘削影響が出始める45°手前から収束（切羽の離れ2D～5D）まで
・測定頻度
1回/日（状況に応じて調整）

R.L

37k980m

38k000m

Fig.2

土被り1D
改良盛土

S.L
R.L

武雄温泉方

7000

6000

計測間隔＠10m
土被り2D

S.L
道路占用切替位置

Fig.1

計測間隔＠15m

鉄板アンカー止め
（AGF鋼管接触対策）

武雄温泉方
8000

L=12.5m
9°

38k020m

長 崎 方
38k040m

38k060m

38k080m

38k100m

38k120m

38k140m

計測管理位置および計測結果図

◆目的
九州新幹線西九州ルートは福岡市と長崎市を結ぶ路線であり，そのうち，第 3 岩松トンネルは長崎県大村市（武
雄温泉より 38km 付近）に位置する延長 706m のトンネルである．本稿は，市道直下を土かぶり 3m で通過する第 3
岩松トンネルの施工実績について述べたものである．

◆概要
近接構造物への影響を最小限に抑えて小土かぶり区間を通過するため，安全で合理的な対策工を検討した．地質
調査より得られた地盤条件に基づき三次元数値解析によるシミュレーションを実施し，トンネル掘削に伴う地表面
沈下の抑制に有効な対策工として，長尺フォアパイリング（以下，AGF）を選定した．
対策工の実施にあたり，以下の 3 項目を柱とした施工計画を策定した（Fig.1）．
1）無拡幅型 AGF の採用
埋設物（上下水道管）への影響を最小限に抑えるために無拡幅型 AGF を採用した．また，埋設物とトンネル
の位置関係に応じて AGF のシフト間隔を設定し，鋼管長および打設角度を調整した．
2）道路開削による埋設物の監視および防護
AGF 鋼管の打設施工誤差を鑑み，AGF 鋼管が埋設物と接触する恐れのある範囲の道路を開削し，監視および
防護を実施した．
3）道路占用帯の切り替え
道路開削箇所は AGF の施工完了とともに速やかに埋め戻し，切羽位置に応じて道路占用帯を切り替えること
で切羽直上の車両通行を回避した．
また，施工中は，近接構造物の観察および変位計測を実施した．

◆まとめ
事前に実施した地質調査・解析結果に基づき施工計画を策定し，対策工を実施した結果，近接構造物に設定した
沈下量および変形角の許容値を超過することなく，小土かぶりの住宅地および市道直下を無事通過することができ
た（Fig.2）．

＊
＊＊
＊＊＊
＊＊＊＊

九州支店
九州支店
九州支店
九州支店

岩松トンネル作業所
久見崎トンネル作業所
三光第 3 トンネル作業所
中尾山トンネル作業所
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特殊形状の大ホール天井施工における BIM 活用事例の報告
－四国中央市市民文化ホール新築工事－
The Report of Planning and Construction of Special Shaped
Ceiling Using Building Information Modeling
西田俊郎 ＊ 下川智男 ＊ 正法地崇 ＊ 比原雅之 ＊ 清松大統 ＊ 内山剛 ＊

Fig. 1

Photo. 1

計画変更モデル

Fig. 2

2 次部材計画モデル

大ホール完成写真

Photo. 2

大ホール完成写真

◆目的
四国中央市市民文化ホールは，文化・芸術活動の拠点，市民交流・情報発信の拠点施設として，大ホール，小ホ
ール，会議室，練習室及びその他諸室を備え持つ文化施設である．本建物は，紙のまち四国中央市ならではの「紙」
の要素を随所にちりばめたデザイン設計となっており，大ホール天井はまさに折り紙を折った紙細工をイメージさ
せる特殊な形状となっている．本稿では，特殊な形状をした天井を創り上げるまでの BIM を活用した計画から施工
までの報告を行う．

◆概要
複雑な形状をした天井と屋根構造鉄骨，歩廊，照明・音響設備などホールの機能上配慮すべきポイントを踏まえ，
BIM を用いて，3D モデル(3D PDF)により空間の可視化を行うことで，事前に相互の干渉の確認ができ，無理・無駄
のない計画に変更が可能となった．さらに，BIM データを活用し実際の施工においても適切な足場を確保すること
で安全な作業環境が形成され工期短縮にも寄与した．

◆結論
BIM を活用することで，干渉している部分を特定したり，特定部分を 3D や断面図で再現することによって，設計
や計画におけるミスを無くすことができた．また，BIM を取り入れ問題点を可視化することにより，設計・監理者
の承認作業もスムーズに行うことができ，手戻りなく施工することができた．BIM の活用方法の点において今後の
参考となる事例といえる．また，BIM の技量を備えることは間違いなく有効なツールになるといえる．

＊

中四国支店

建築部 四国中央市市民文化ホール作業所
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大規模災害拠点病院建築における施工報告
－国立病院機構仙台医療センター建替等整備工事（建築）－
Construction Report of Large-Scale Disaster Base Medical Center
清水暁＊

白山大善＊＊

猪又研治＊＊＊

西山勇輝＊＊

◆目的
国立病院機構仙台医療センターは，宮城県広域防災拠点の一翼を担う基幹災害拠点病院である．平成 23 年に発
生した東日本大震災の経験を踏まえ，大災害発生時にも機能を維持できる災害に強い病院として整備を行い，また
救急医療体制の強化，高度総合医療の充実を図る環境整備を念頭に，さらには周辺環境に十分な配慮を置き建替・
移転を行った．環境アセスメント，JR および NTT 洞道近接工事，隣接するドクターヘリ運行等の諸制限・条件のあ
る中，創意工夫を施し，工期短縮を実現した大規模災害拠点病院建築における施工について報告する．

◆概要
国立病院機構仙台医療センター建替等整備工事は，患者さんにやさしい施設とすることをコンセプトとして掲げ，
設計計画に甘んじず，実施工の段階で全体計画，ゾーニング，患者とスタッフ動線，諸居室環境等，各科，各部署
での細部に至るまでの見直しが行われた．また，最新・高度な医療行為が可能となる設備づくりとして，実装する
医療機器のスペックだけではなく，進化する医療現場に対応できるよう将来を見据えた設備に対応できることを重
点に置いて施工を行った．
施工計画上の概要として,敷地に隣接して JR 東日本トンネル,NTT 東日本通信用トンネルが埋設されているため,
施設に影響のない計画と施工を行った.また,隣接した宮城県ドクターヘリのヘリポートも,航路が敷地内を縦断し
ているため,クレーン作業に注意が必要であった.敷地内には 20m を超す大木もあり,難しい移植工事も無事に完了
させた.構台計画は敷地の諸条件のため可能な限り構台上から揚重やコンクリート打設を行う計画とし,鉄骨二節
建て方完了まで設置する計画とした.揚重計画はドクターヘリの航路や保存樹木で南北の二面が使えないため,東
西の二面に 2 台をそれぞれ配置する計画として,クローラクレーンは,350t を 1 台,200t を 1 台,120t を 2 台採用し
た.
躯体関連工事は,課題の工期短縮に向けて,鉄骨工事完了後，速やかに型枠工事を開始できるよう,柱配筋および
梁配筋を地組で行い,機械式継手を採用することとした.免震部材の据付において,特に免震の下部上部基礎につい
てタイプ別にすべて BIM(3D)を利用した配筋図を作成し,免震部材の上下プレートのアンカーボルトとの納まりを
事前に検討し対応した.一部棟間の埋戻しは,地耐力や工期短縮のため流動化処理土を用いた埋戻しを採用した.マ
ットスラブおよびリニアック室躯体はマスコンクリートとして扱い,中庸熱ポルトランドセメントを用いるとあっ
たが,設計事務所と協議を重ね,普通ポルトランドセメントに粗骨材を石灰石骨材とする設計変更を提案し認めら
れた.

◆結論
本工事着工時は，様々な問題があったが地域の医療を担う，“防災拠点病院の早期完成”を合言葉に工事を進め
てきた．予定通り発注者にお引渡しできたことはこの上ない喜びである．また，敷地の周囲が，既存仙台医療セン
ター，学校，駅そして楽天生命パークに囲まれているため歩行者や車両の往来が多かった．そのため，騒音・振動・
粉塵対策を事前に計画し実施した．さらに，歩行者からの現場内見える化や休憩スペースの設置により，当社の企
業イメージの向上を図った．
＊
＊＊
＊＊＊

首都圏支店 湘南鎌倉工事所
東北支店 仙台医療センター作業所
経営企画本部 テクノス株式会社（出向）
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22 超高層中間免震建物における床版及び梁の
現場サイト PCa 化による合理化の取り組み
-（仮）幕張新都心若葉住宅地区計画 B7 街区新築工事 Streamlining of Floors and Beams in a Super High-Rise Middle
Quake-Free Building by On-site PCa
荒川慶昭＊＊ 岡﨑英樹＊ 佐々川浩文＊＊ 高橋正寛＊＊ 笹嶋真理子＊＊ 神田直樹＊＊

B7 街区全景

コーナー梁モックアップ外観

サイト PCa ヤード

梁筋セット

外床版設置状況

外床版鋼製型枠

◆目的
本物件は，千葉県の策定したマスタープランに基づき 10 年以上の時をかけて住戸個数約 4,500 戸を新たに生み
出す街づくりプロジェクト幕張ベイパーク内にあり，JR 京葉線海浜幕張駅北東に位置している．
敷地内のランドスケープは隣接する文教地区とのつながりを意識し，水や緑やファニチャーにより公共空間との
連続性や一体感に配慮した回遊性を形成している．
本稿では，タワー棟におけるバルコニー・廊下床版の現場サイトフル PCa 化，コーナーPCa 梁の複合化，（梁，
小梁，庇）連層足場の採用により，QCDSE の向上を図った取り組みについて述べる．

◆概要
本物件は，幕張ベイパーク内における全 7 街区の先発街区であり，外床版及びコーナー梁の現場サイト PCa 化に
取り組んだ．実施における QCDSE 全般の検証と改善提案を行い，後発街区への引き継ぎ及び社内へのフィードバッ
クを目的とした．製作ヤードについては，B7 街区敷地内に設営した場合と別敷地に設営した場合とのコストを検証
した結果，幕張若葉地区においては最終工事予定の B6 街区敷地内にヤードを設置して継続受注した街区の PCa 製
作を引き続き実施することにメリットがあると判断し実行した．
本編においては，(1)設計者との協議による決定事項，(2)製作図面，(3)製作・品質管理サイクルと労務配置，
(4)製造計画・製造設備・製造運営・製品検査，(5)製作状況に分類し紹介する．

◆結論
外床版を現場サイトでフル PCa 化したことにより，配置を行った直後から作業通路として使用することができ，
安全性・作業効率・品質・生産性の向上が図れた．コーナー梁については，当初キャンティ梁＋先端繋ぎ梁＋庇と
いう別々の PC 工場で製作された部材を現場で組み立てなければならなかった．複合しなければならない部材を現
場サイトで一体化して製作することによって，6 日サイクルを遵守することができ，安全性・作業効率・品質の向
上を図れた．意匠設計やデザイナーからの要求や施工環境等によって検討に多大な労力と時間を費やすケースもあ
るが，早期に施工側から提案を行うことによって，少ない技術者で効率の良い施工を実現することが可能である．

＊
＊＊

首都圏支店 幕張若葉工事所
首都圏支店 幕張若葉計画 B7 街区作業所

