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本当の豊かさを求めて

　２０世紀の１００年間，世界は大きく変わった．産業革命だけでなく，化学肥料や農薬の開発
に伴う農業革命により，食料が安定的かつ持続的に増産されるようになった．下水道等が設備さ
れ公衆衛生が飛躍的に整い，また新しい医療技術や薬が次々に開発され，大幅な死亡率低減に寄
与できるようになった．
　多くの国では，近代的なビルが建設され，空調設備の整った快適な住空間が提供されている．
また，鉄道や道路等のインフラが整備され，ヒトの暮らしは大きく様変わりした．このようにヒ
トにとって各方面で素晴らしい環境が整い，平均寿命が大幅に伸びていった．その結果，世界の
人口は，かつてない勢いで増え続け，今では７０億人を突破したのである．
　一方，革命には功罪の両面があり，時間の経過とともに負の側面が表面化してくる．例えば，
農業革命は，土地生産性と労働生産性を著しく高めた功績があったが，自然界の循環系や平衡を
乱すという，負の側面が徐々に表れている．また，エネルギー革命に伴う地下資源開発は，世界
中で環境汚染を引き起こし，絶滅種や絶滅危惧種を次々に生んでいった．環境汚染は，公害とい
う形になり，今なお世界中で社会問題化している．
　２０世紀は，ヒト中心的な開発が推し進められてきたと思う．２１世紀になり，これまでの負
の側面を検証し，また反省することにより，次世代の研究・開発の基盤としていく必要があるだ
ろう．
　「大自然は常に正しい因果関係のもとに，健やかに運行している．人間も自然の一員であり，
自然を離れてその存在はありえない．」という先人の言葉がある．自然科学に携わる端くれでは
あるが，研究を積み重ねるにつれ，この言葉の持つ重みがよくわかるようになってきた．
　自然環境中の物質循環と生物共生は，見事に調和している．これは我々の豊かな生活の原点で
あると云っても過言ではない．しかし，２０世紀の１００年間，とりわけ戦後の日本は，自然環
境という重要な概念を忘れて歩んできたように思う．いろんな生物と共生できる環境，また本当
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の自然に触れながら生活できることこそが，ヒトにとって本当の豊かさをもたらしてくれるので
はと思うようになった．
　日本は，北海道から九州・沖縄まで南北に長く，太平洋側と日本海側，また内陸部と沿岸部で
は大きな違いがある．地域により土質も大きく異なることから，古くからそれぞれの地域に合っ
た農産物を栽培するようになり，多様性が生まれた．また，日本には四季があることから，季節
ごとに楽しめる食材が豊富に存在し，和食という食文化が形成された．この独特な食文化は，食
器や建造物にも大きな影響を与え，世界中から憧れのまなざしを受けている．
　しかしながら，我が国の農業システムを概観すると，いろいろな課題が見えてくるのである．
画一化された農地，画一化された農業システム，画一化された農産物などなど，残念ながら地域
の独自色が感じられなくなってきているように思う．
　日本全体で画一的な農業をする必要はあるのだろうか．それぞれの地域で豊富に存在する生物
資源（バイオマス）を有効に活用すれば，独自色が出てくるに違いない．なにより自然の物質循
環を考えると，適切にバイオマスを農地に還元すれば地力が格段に向上する．
　私が住む琵琶湖周辺では，古くから水草が肥料として使われてきた．だが，今は誰も見向きも
しない．税金で刈取り，そして焼却処分するのだから，地域の厄介者という認識は無理もない．
しかし，琵琶湖の水草を調べると，肥料成分だけでなく，化学肥料にはないミネラルも豊富に含
んでいるのである．この水草を適切に処方すれば，琵琶湖周辺の農地は肥沃になり，また見事な
農産物をもたらすことになるであろう．
　生物多様性を考慮した農地開発技術や草緑地化技術の開発は，自然と共生する農業スタイルへ
大転換する革命技術になる可能性がある．多種多様な生物と共生できる，本当の豊かさのある街
づくり，環境づくりに熊谷組の貢献を期待したい．
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 ＊ 技術研究所 音環境研究グループ 

 ＊＊ 技術研究所 

 ＊＊＊  信州大学名誉教授

RC 造共同住宅における床衝撃音に関する研究 

-乾式二重床工法の居室の歩行音に関する検討-

黒木 拓＊ 大脇雅直 ＊＊ 山下恭弘 ＊＊＊ 

共同住宅では，設計時においてデベロッパーから床衝撃音遮断性能が設計目標値として提示され，竣工時

に目標値を満足していることを確認する場合が増えてきている．しかし，所定の床衝撃音遮断性能を満足し

ている居室においても，上階からの歩行音を入居者から指摘される場合が増えている．そこで，本報では，

所定の床衝撃音遮断性能が確保されている乾式二重床工法の居室において大人および子供の被験者の歩行

によって直下階に伝搬する歩行音について実験を行った．受音室における歩行音の受音点ごとの分布および

歩行音のスリッパによる低減効果について検討したので報告する．

キーワード：共同住宅，床衝撃音，歩行音，乾式二重床

１．はじめに 

近年，RC 造共同住宅の設計時にデベロッパーから竣工

時の床衝撃音遮断性能が設計目標値として提示される場

合が増えてきている．また，竣工時に設計目標値を満足

していることを確認するために床衝撃音遮断性能の測定

を行う場合も多い．しかし，所定の床衝撃音遮断性能を

満足している居室においても，上階からの歩行音（特に

子供による歩行音）を入居者から指摘される場合がある．

そのため，実際にどの程度の歩行音が直下階で発生して

いるかを把握する必要がある． 

松岡らは，標準重量衝撃源と歩行による床衝撃音の対

応について検討し，衝撃力特性（2）の標準重量衝撃源用

ゴムボールの落下高さ 0.1mの衝撃音と歩行音の A特性音

圧レベルの対応がいいことを報告している 1）．また，濱

田は児童の歩行の衝撃力特性について検討を行い，ゴム

ボール衝撃源との比較を行い，ゴムボールの最大衝撃力

で全動作パターンの 85％がカバーされることを報告して

いる 2）．筆者らは，所定の床衝撃音遮断性能が確保され

ている乾式二重床工法の共同住宅において，大人および

子供の歩行実験を行い，直下階に伝搬する歩行音の音響

特性について報告している 3）． 

本報では，所定の床衝撃音遮断性能の確保されている

乾式二重床工法の居室において大人および子供の被験者

の歩行によって直下階に伝搬する歩行音について実験を

行い，受音室における歩行音の受音点ごとの音圧分布お

よび歩行音のスリッパによる低減効果について検討した

結果について報告する． 

なお，本報は，参考文献 4）に加筆したものである． 

Fig.1 平面図（建物Ⅰ 居室①・②） 

Fig.2 平面図（建物Ⅱ 居室③・④） 

Fig.3 平面図（建物Ⅲ 居室⑤・⑥） 
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大開孔を有するRC基礎梁の平鋼を用
いたせん断補強効果の実験的研究／
近藤・前川大開孔を有する RC 基礎梁の平鋼を用いた 

せん断補強効果の実験的研究 

近藤 祐輔 ＊ 前川 利雄 ＊

本論文は開孔を設ける基礎梁せいの低減を目的に行った実験を報告するものである．試験体は開孔が梁せい

の 1/2 の試験体 5 体を含む全部で 7 体であり，開孔補強には平鋼と T 形鋼を組み合わせた補強金物を考案し，

開孔径の影響と，補強金物の補強効果について確認をした．実験の結果，考案した補強金物の補強効果がある

ことが分かり，開孔部のせん断終局耐力は鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説における修正広沢式に低減

係数を乗じることによって安全側に評価できることが分かった．

キーワード：鉄筋コンクリート，基礎梁，有孔梁，人通孔，せん断補強，補強金物

１．はじめに 

鉄筋コンクリート造（以下，RC 造）建築物において，

設備配管などを通すためや点検のために梁に貫通孔（以

下，開孔）を設けることが一般的に行われている．「鉄

筋コンクリート構造計算規準・同解説 1)（以下 RC 規準）」

において，開孔が円形の場合には，開孔の直径は梁せい

の 1/3 以下とすることが望ましいとされている．また，

複数の開孔を設ける場合には，開孔中心間隔は双方の開

孔直径の平均値の 3 倍以上離すことが望ましいとされて

いる．これらの制限は，過去に実施された構造実験の結

果を基に定められたものである．開孔を有する梁にせん

断力が作用すると，開孔の中心から 45°方向にせん断ひ

び割れが発生し，その後せん断力の増大とともにひび割

れが拡幅する．最終的には開孔の接線方向に新たなひび

割れが発生して，そのひび割れ幅の拡幅とともに最大耐

力に達する．このような破壊を低減または防止するため

に RC 規準 1)では，せん断補強筋や斜めに折り曲げた鉄筋

（以下，斜め補強筋）で補強する設計法が紹介されてい

る．また，実際の現場では施工性が良く，上述したひび

割れを効率的に抑制できる市販の鉄筋による補強金物な

どが用いられている．

建築物の基礎梁には床下の設備配管の点検などのため

に人通孔が設けられていることが多い．この場合におい

ても上記の制限が適用されている．直径 600mm の人通孔

を設ける場合には，設計用応力から定まる必要断面に関

わらず，梁せいは 1,800mm 以上必要となる．このことは

土工事，躯体工事のコストアップにつながっている．こ

の点を合理化するために，新たに補強金物を考案し，開

孔の直径が梁せいの 1/2 で貫通可能な開孔補強工法の開

発を行った．本論文はその結果を報告する．補強金物を

利用した梁の開孔補強工法は独自に開発したものである．

本工法は RC 規準に示されている開孔補強の鉄筋の役割

を鋼材に置き換えた工法である．斜め補強筋の役割を斜

め補強材で，水平方向筋の役割を T 形鋼に置換したもの

である．補強工法の開孔補強概要を Fig.1 に，補強金物を

Photo.1 に示す． 

Fig.1 補強工法の開孔補強概要 

Photo.1 補強金物 

２．実験概要

２．１ 試験体概要 

試験体は実大の 1/2 縮小の RC 造基礎梁 7 体であり，全

せん断補強筋

孔際補強筋

補強金物
斜め補強材

T形鋼

孔際補強筋

せん断補強筋

＊ 技術研究所 建築構造研究グループ 
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2-5b

 ＊ 技術研究所 音環境研究グループ 

 ＊＊ 技術研究所 

 ＊＊＊  信州大学名誉教授

音源探査装置（指向性音カメラ）を活用した 

橋梁点検に関する基礎的検討 

財満健史 ＊ 大脇雅直 ＊＊ 山下恭弘 ＊＊＊ 

RC 構造物（床版）のうき部等を検知棒で加振し，健全部との音響特性の違いを音源探査装置で表示する

検討を行っている．マイクロホン後方からの反射音の影響を低減し，音源方向を示すことができる音源探

査装置（指向性音カメラ）を試作した．無響室において，マイクロホン後方に設置した障壁の有無にかか

わらず，指向性音カメラの測定結果はおおよそ音源スピーカの方向を示した．また壁からの反射が想定さ

れる場所において，タイル表面を検知棒で加振することでタイル剥離が検知できることを示した．さらに

模擬試験体および実大構造物においてコンクリート表面のうきや内部の空隙が検知できることを示した．

キーワード：音源探査装置，橋梁点検，インフラ維持管理

１．はじめに 

インフラの老朽化が急速に進んでおり，10 年後には全

国に約 70 万橋ある 2m 以上の橋梁の 43％が建設後 50 年

を経過することになる 1)．このため，道路橋定期点検要

領 2)が国土交通省から公表され，「5 年に１回の頻度で定

期点検すること」が基本とされた．定期点検は，近接目

視により行うことを基本とし，必要に応じて触診や打音

等の非破壊検査等を併用して行うことが記載されている． 

橋梁の裏面を点検するためには，点検用の足場を組む

必要があり，工期も長くなる．そこで，橋梁裏面に近づ

くことができるロボットを製作し，そのロボットにコン

クリート表面のうきや内部の空隙の点検ができる音源探

査装置を搭載するための検討を行っている． 

川井田らは，道路のジョイント部の劣化診断方法とし

て，音源探査装置を用いた手法について検討を行ってい

る 3)．現地で調査を行う場合，周囲からの反射音や対象

音以外の音による影響が考えられる．このため，複数の

測定箇所で計測するなどして精度を向上させてきたが，

インフラの劣化診断は調査対象が多く，効率的に調査を

実施する必要がある．そこで，マイクロホンに入力する

音波の到来方向を制限し，反射音や対象外の音の影響を

低減する手法について検討を行った 4)．模擬的にうき部

や空隙部を作ったコンクリート試験体表面を検知棒で加

振し，上述の手法を用いて音情報でうき部や空隙部の位

置を検知する方法について検討した．さらに実大構造物

を対象とした実証実験を行ったので，その結果について

報告する． 

２．音源探査装置（１）

音源探査装置 5)は，Fig. 1左に示すように立体的に配置

された 5 つのマイクロホンと 1 つの CCD カメラを装備し

ている．各マイクロホンに入力された音波の音響位相差

を利用して音源方向を推定する．この装置では音波が全

方位からマイクロホンへ入射するため，マイクロホンに

近接した場所に反射面や対象音以外の音があると，音波

の干渉による影響で音源方向に定位しない場合があった． 

そこで，マイクロホンをFig. 1右に示すような平面板

の面内に設置した．これによって前方 180 度から到来す

る音波は直接マイクロホンに入射するが，後方から到来

する音波は大きく減衰するため，精度の向上が期待でき

る．マイクロホンは，平面板自体の反射波を避けるため

に，平面板とマイクロホン先端が同一平面内となるよう

に設置し，マイクロホンの数は 4 個とした． 

構造物の劣化診断の場合，打音などで着目する周波数

は比較的高い周波数成分である場合が多い．一方，道路

交通音は低い周波数成分が大きいことから，対象音との

S/N 比を確保するために対象周波数を 1,000Hz 以上とし

た．1,000Hz の半波長が約 170mm であることから，平面

板は 1 波長相当の直径 400mm の円形板と，1/2 波長相当

の直径 200mm の円形板の 2 種類で検討した．音源探査装

置の概要をTable 1に示す．マイクロホン配置と平面板の

大きさによりタイプ①～③とした． 

２．１ 実験概要 

実験はFig. 2に示す無響室内で行った．音源はスピー

カからホワイトノイズ（白色雑音）を出力した．音源ス

ピーカの位置はマイクロホンから 2,000mm とし，カメラ

正面を 0 度として 15 度間隔で左 60 度まで移動して計測

した．マイクロホン後方からの反射の影響を検討するた

音源探査装置（指向性音カメラ）を活
用した橋梁点検に関する基礎的検討
／財満・大脇・山下
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油汚染土壌バイオパイル処理における効果的な 

酸素供給方法の解析的検討

河村大樹 ＊ 佐々木静郎 ＊ 村上順也 ＊ 門倉伸行 ＊＊ 石森洋行 ＊＊＊

 油汚染土壌の微生物分解処理は油の酸化反応であり，その処理効率は，この酸化反応に要する酸素を適切に供給できるか

どうかに左右される．本研究では，油汚染土壌全体に均質に通気するためのシステムと運転条件を検討するために， 地盤工

学と流体工学で用いられる公式を連成し，バイオパイル管内の物質移動の数値シミュレーションを行った．その結果，通気

管のストレーナの有無によるバイオパイル内の通気特性を表現できること，通気管の特性や吸引量を把握することで処理効

率の向上を図ることができること，などの知見が得られた． 

キーワード：油汚染土壌，数値シミュレーション，微生物分解，土中酸素濃度，バイオパイル処理 

１．はじめに 

 沖縄県では今後，多数の米軍基地の返還が予定されている．

しかし，それらの跡地利用にあたり，油等による土壌汚染が懸

念されている． 

 筆者らは，油分解能力が高く，かつ安全性の高い菌を使用し

バイオパイル処理による，沖縄特有の粘性土や高温高湿かつ雨

が多い気候の下でより安全で確実な油汚染土壌浄化技術を確立

した．バイオパイル処理とは，油汚染土壌に菌，栄養塩，堆肥

などを混合して盛土し，その中に埋設した有孔管に対して吸気

（もしくは送気）することで，酸素を含む外気を当該土壌に通

気させ，土壌微生物による油分解を促進させるものである．1)

土壌内に埋設した有孔管からの吸気に伴う油汚染土壌中の酸素

の流れは複雑であり，盛土の規模やそれに対する有孔管の管径

や配管等の条件によっては，盛土全体ではなく一部にしか通気

できていない等の問題が往々にして生じている． 

 本研究では， 2012年4月から2013年2月まで行ったバイオ

浄化処理実験 2)によって得られた結果を活用している．そして，

油汚染土壌全体に均質に通気するためのシステムと運転条件を

検討するために，地盤工学（ダルシー則）に基づく油汚染土壌

内の物質移動と，流体工学（ナビエストークス方程式）に基づ

く管内の物質移動を連成した数値シミュレーションを行った． 

この方法と得られた知見について，以下に報告する． 

２．実験概要 

 Photo．1～3に実験の様子を示す．土壌混練装置を用いて，

現地土壌と所定量のA 重油を混ぜて模擬汚染土壌を作製し，そ 

* 技術研究所 地球環境研究グループ

** 技術研究所

*** 立命館大学 理工学部 環境システム工学科

Photo.1 通気管に盛土をする様子 

通気管

ストレーナのあった箇所

Photo.2 模擬汚染土壌を盛土 

Photo.3 実験期間中の様子 

油汚染土壌バイオパイル処理におけ
る効果的な酸素供給方法の解析的検
討／河村・佐々木・村上・門倉・石
森
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ゲンジボタル幼虫の生息環境評価手法の開発 

－流速と水深選好性の把握・評価－ 

村上順也＊ 佐々木静郎＊ 河村大樹＊ 門倉伸行 ＊＊ 

生物の生息場の質を表す指標として HSI（Habitat Suitability Index）モデルを用いて評価する手法が

ある．筆者らはダム現場等でホタルの棲める環境づくりを実施してきた．ゲンジボタルが生息しやすい環

境をより明らかにしビオトープづくりに反映させること，および評価モデル作成のための基礎データの取

得を目的として，昨年度に報告した幼虫が好む底質条件に続き，流速，水深条件について室内実験により

把握した． 

キーワード：ゲンジボタル，生息環境，流速，水深，ビオトープ

１．はじめに 

筆者らは失われた自然の象徴ともいえるホタルに注目

し，ダム現場や事業所敷地内等でホタルの棲める環境づ

くり（通称「ホタルビオトープ」）に取り組んできてい

る 1)．しかしながら，ホタルの生息に適正な環境条件に

ついては十分明らかになっているとはいえない．そこで，

生物の生息場の質を表す指標として HSI（ Habitat 

Suitability Index）モデルを用いて評価する手法に着目

し，前報 2)ではゲンジボタル幼虫の HSI モデルの確立に

向け，環境要因の一つとして底質の粒径を取り上げ，ゲ

ンジボタル幼虫の底質選好性について室内実験により検

討を行い，幼虫の好む底質の粒径に関する知見を得た． 

他方，底質以外の環境要因である流速や水深に関する

幼虫の選好性については，既往文献 3),4)では流速 0～

60cm/s，水深 5～50cm 程度とされている．今回，ゲンジ

ボタルが生息しやすい環境をより明らかにしビオトープ

づくりに反映させること，および評価モデル作成のため

の基礎データを取得することを目的として，幼虫が好む

流速，水深条件について室内実験により検討した． 

本報文は，前報に続きホタル幼虫の生息環境把握の一

環として実施した，流速と水深選好性実験の結果につい

てとりまとめたものである． 

２．流速選好性実験

２．１ 実験方法 

Fig.1 に実験装置を示す．全長 15m，幅 30cm，高さ 45cm

の水槽内にスロープを設け，下流側に設置した水中ポン

プから一定流量で上流側に水を循環させ，水深の浅い地

点では流速が大きく深い地点では流速が小さくなること

により，同一水槽内で流速の異なる環境を再現した． 

流速は電磁流速計を用いて水面から水深方向へ 60%の

深さ地点で測定し，最速部（スロープの最上流部）流速

が約 10cm/s となるよう設定した． 

上記水流を確保した状態で，水路中央（スロープ上流

端から 4.57m で幅方向中心部）にゲンジボタル幼虫 50 匹

（3～6 齢：約 18～30mm）を放流し，暗条件で所定時間経

過後に上流端からのエリアごとの幼虫存在数を計測した． 

底質は粒径 3mm 前後の細石が接着されたシート（通

称：ストーンライナー，以降 SL と呼ぶ）と，その上に既

報 2),5)で底質選好性の高かった中レキ（4.75～19.0mm）

を敷いた 2 パターン行い，比較のため流速 0cm/s の条件

も行った．流速は 7 地点測定した．実験は 2014 年 1～4

月に実施した．Photo.1～5 に実験状況を示す． 

２．２ 実験結果 

Fig.2 に端部で落下がみられたときの幼虫分布と流速

の計測結果の一例を示す．流速は地点によって3～10cm/s

の範囲で差異をつけることができた． SL では放流地点

から下流側に，中レキでは放流部付近に幼虫が多かった．

Fig.3 には，比較として実施した流速 0cm/s の条件の時

の計測結果の一例を示す． 

上流端から①785mm の位置，②2570mm と 3570mm の位置

の平均，③5570mm と 6570mm 位置の平均，④8030mm の位

置でそれぞれ代表させる 4 区分に整理したうえで，最大

流速 10cm/s時の幼虫数を流速 0cm/s時の幼虫数で割るこ

とで「幼虫数比」を求めた結果を Fig.4，5 に SL，中レ

キそれぞれ示す．Fig.4 の SL のみでは流速 10cm/s 以下

において流速が小さくなるほど幼虫存在数が増加する傾

向がみられた．一方，Fig.5 の中レキでは上記①と④の

区分で幼虫数比は計算不能（分母が 0）となったため，

選好する流速の傾向を把握することが困難であった．  

なお，実験場所の気温は 6.8～11.5℃（SL），12.0～

14.7℃（中レキ），水槽の水質は DO（溶存酸素濃度）：

9.5～11.2 mg/L，EC（電気伝導度）：0.31～0.35 mS/cm，

pH（水素イオン濃度指数）：7.7～7.9 であった． ＊ 技術研究所 地球環境研究グループ 

＊＊ 技術研究所

ゲンジボタル幼虫の生息環境評価手
法の開発／村上・佐々木・河村・門
倉
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洋上風力用グラウト注入材の開発
  － グラウト接合への適用－ 

吉田 健治＊ 高嶋 展浩＊＊ 中島 直樹＊＊＊ 新井 義男＊＊＊ 

洋上風力用のグラウト接合に適用される注入材には，必要な強度特性に加えて充填性，水中不分離性，セルフ

レベリング性等の施工性が要求される．また，近年の海外におけるグラウト接合部の疲労破壊事例から耐久性確

保も課題となっている．本研究は，グラウト材の引張強度特性および耐久性の向上を目指して短繊維を添加した

グラウト材の強度試験を実施したものである．また，疲労強度特性を評価するために新たにグラウト材用の試験

治具を開発し，繊維補強の有無による疲労特性の違いを明らかにしている．ＰＶＡ繊維補強材を添加することで

引張強度は上昇する傾向を示し，疲労強度特性が向上することが確認できた． 

キーワード：洋上風力発電，モノパイル，グラウト接合，マックス AZ，繊維補強グラウト材，疲労強度

１．はじめに 

東日本大震災以降，電力供給において自然エネルギー

の活用が，従来以上に着目されている．今後主流となる

と考えられる風力発電については，陸上の建設適地が限

定されることから洋上での活用が期待されている．我が

国では，最近まで施工上の制約等から外洋に面した大規

模風力発電施設は建設されてこなかったが，茨城県神栖

市に 2000 ㎾級の洋上風力発電所 15 基（Photo.1）がモノ

パイル（大口径鋼管杭）形式で建設された． 

モノパイル基礎はその施工性の高さと経済性から洋上

風力発電における実績が最も多く，今後も主流になる基

礎形式と考えられる．モノパイル形式を採用した場合，

モノパイルとトランジションピースの接合方法として，

グラウト接合が一般に採用される． 

１.１ 研究背景 

モノパイル形式の基礎において採用されてきたグラウ

ト接合であるが，現状で国内には明確な規程が無く DNV

基準 2)等の海外の基準に依存している．そのような背景

の元，ウィンドパワーかしまでは模型実験と解析結果を

もとにマックス AZ（水中不分離性グラウト材）を用いた

グラウト接合を採用した経緯 1)がある．

ただし，DNV 基準も毎年のように改定されており，最

新の基準 2)では,グラウト材の引張強度が要求されてい

る． 

なお，モノパイルとは大口径鋼管杭（通常φ3m 程度以

上）のことであり，トランジションピースとはタワーと

モノパイルを接続するための鋼構造物を示す．また，グ

ラウト接合とは２つの異なる鋼管を同心に内側と外側に

重ね合わせ，間にグラウト材を充填し，グラウト材と鋼

材の付着強度とグラウト材のせん断強度で接合する構造

的結合である．Fig.1 にグラウト接合の模式図を示す． 

この接合方式を用いる最大の目的（メリット）はモノ

パイルの鉛直施工誤差を補正できることにある．

グラウト接合部は風波による振動を受けるためグラ

ウト材の耐久性が問題になる場合があり，グラウト材

の疲労破壊による欠落とそれに伴って上部構造がスラ

イドした事故例 4)が報告されている．

Fig.1 グラウト接合模式図

Photo.1 ウィンドパワーかみす

＊ 土木事業本部土木設計部 PC・再生エネルギーグループ 

＊＊  （株）ファテック  

＊＊＊ 秩父コンクリート工業（株）品質管理グループ 

＊＊＊＊ 秩父コンクリート工業（株）技術開発部 

洋上風力用グラウト注入材の開発／
吉田・高嶋・中島・新井
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 ＊ 技術研究所 建設材料研究グループ 

石灰石粗骨材を用いた超高強度 

鉄筋コンクリート柱の耐火性能に関する研究

三谷和裕 ＊ 金森誠治 ＊ 野中 英 ＊ 

超高強度コンクリートは，通常強度のコンクリートと比較して火災時に爆裂が発生しやすいがポリプロピ

レン繊維を混入することで爆裂の発生を抑制できることが実験的に多く示されている．しかし，コンクリー

トの低収縮化の要求から石灰石粗骨材を超高強度コンクリートに使用した場合の耐火性能について実験的に

検討を行った例は少ない．本研究では，石灰石粗骨材を使用した設計基準強度 80～100N/mm2級の超高強度コ

ンクリートにおいて，鉄筋コンクリート柱の耐火性能について実験的に検討を行った．

キーワード：超高強度コンクリート，石灰石粗骨材，耐火性能，加熱実験，ポリプロピレン繊維

１．はじめに 

超高強度コンクリートを使用した鉄筋コンクリート

(以下，RC と略記)柱は，通常強度のコンクリートを使用

した RC柱に比べて，火災時に表面が爆裂しやすくなると

言われており 1)，合成繊維であるポリプロピレン繊維（以

下，PP 繊維と略記）を混入することで，爆裂の発生を抑

制できることが知られている 2)．筆者らも，設計基準強

度(以下，Fc と略記)が 100N/mm2を超える RC 柱の耐火性

能について，既に報告している 3)． 

一方，近年ではコンクリートに対する低収縮化の要求

等により，硬質砂岩粗骨材より乾燥収縮が小さくなる石

灰石粗骨材の使用が多くなり，60N/mm2を超える超高強度

コンクリートの領域においても石灰石粗骨材の使用が増

えている．しかしながら，骨材種類が爆裂性状や耐火性

能に与える影響は必ずしも明確ではなく 4)，石灰石粗骨

材を使用した載荷加熱実験報告 5,6)もまだ少ないのが現

状である． 

本報告では，PP 繊維を混入した石灰石粗骨材を使用し

た Fc=80N/mm2 級の超高強度コンクリートについて，3 種

類の加熱実験を行い，耐火性能および爆裂性状に関して

検討した．また，比較のため硬質砂岩粗骨材を使用した

Fc=80～100N/mm2級の超高強度コンクリートについても同

様の実験により検討を行った． 

２．実験全体の概要 

２．１ 実験シリーズ 

本研究では，実験を 3 つのシリーズで行った．Table1

に実験シリーズの概要を示す．3 シリーズとも Fc=80～

100N/mm2 級の超高強度コンクリートを対象に行い，シリ

ーズⅠのみ比較用に Fc=60N/mm2級の高強度コンクリート

も追加した． 

シリーズⅠの供試体加熱実験では，円柱供試体φ150×

300mm を用い，供試体は 21 水準各 2 本とした．シリーズ

Ⅱの載荷加熱実験では，断面 400×400mm,高さ 3000mm(加

熱区間 2000mm)の柱試験体を 6 体，シリーズⅢの実大加熱

実験では，断面 1000×1000mm，高さ 1500mm(加熱区間

1100mm）の柱試験体 4体を実施した． 

Table2 にシリーズ実験全体の試験体の組み合せを示す．

Fcに併記した σBは，実強度の目標値である．また，PP繊

維混入率の欄の数字は，シリーズⅠの供試体加熱実験に

＊    技術研究所 建設材料研究グループ

Table2 実験全体の試験体の組み合せ 

Fc(σB) 
(N/mm2) 

セメント 
種類 粗骨材 PP 繊維混入率（vol％） 

0.000 0.050 0.075 0.085 0.100 0.150 

60(80) 中庸熱 
ポルトランドセメント 石灰石 ベース 10mm － － 10mm 10mm 

80(100) 中庸熱 
ポルトランドセメント 

石灰石 ベース 10mm 
20mm －

10mm 
20mm 

10mm 
20mm 

10mm 
20mm 

硬質砂岩 ベース 10mm － 10mm 10mm 10mm 

100(120) シリカフューム 
混入セメント 硬質砂岩 ベース － － － 10mm 10mm 

注）PP 繊維混入率の数字はシリーズⅠの供試体加熱実験の PP 繊維の長さを示す． 

は載荷加熱実験を実施．  は実大加熱実験も実施． 

Table1 実験シリーズの概要 
シリーズ 実験要因 試験体寸法(mm) 

Ⅰ 供試体加熱実験 Fc（60,80,100N/mm2）， 
PP 繊維長・混入率 φ150×300 

Ⅱ 載荷加熱実験 Fc（80,100N/mm2）， 
PP 繊維混入率 

400×400×3000 
Ⅲ 実大加熱実験 1000×1000×1500 

石灰石粗骨材を用いた超高強度鉄筋
コンクリート柱の耐火性能に関する
研究／三谷・金森・野中
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ソーラーパネル群に作用する風力低減方法に関する検討 

鰐淵憲昭＊ 

現在，メガソーラーの建設が盛んに行われている．ソーラーパネルは，台風や急速に発達した低気圧による 

破損被害が考えられるため，耐風設計が最重要となる．しかし，現行の建築基準法やＪＩＳにおける設計資料

は必ずしも十分に整備されているとはいえない．そこで，ソーラーパネル群に作用する風力分布をコンピュー

ターシミュレーションにより検討し，安全性向上や建設コストの低減につながる簡単かつ効果的な風力低減方

法について検討した．本報はその内容について報告する．

キーワード：メガソーラー，台風，強風被害，耐風設計，風力低減方法

１．はじめに 

わが国は，化石燃料に代わるエネルギーとして風力や

太陽光などの再生可能エネルギーの普及を促進している．

中でも太陽光を利用するメガソーラーの建設が現在のと

ころ最も盛んに行われている．一方昨今，大型台風や急

速に発達した低気圧などによる強風が原因でソーラーパ

ネルの破損被害が発生している．ソーラーパネルを建設

する場合，耐風設計が重要であり，パネル表裏に作用す

る風圧力の合力を設計荷重として設定することが必要と

なる．しかし，現行の建築基準法やＪＩＳにおける設計

資料は必ずしも十分に整備されているとはいえない．そ

こで，ソーラーパネル群に作用する風力分布の性状を把

握するため，コンピューターシミュレーションを実施し

た．特に安全性の向上や建設コストの低減につながる簡

単かつ効果的な風力低減方法について検討していること

が特徴である．シミュレーション結果から，ソーラーパ

ネル群の最前列風上位置にパネル設置高さと同寸法程度

の垂直板を最前列パネルと平行に設置することにより，

垂直板風下側となるソーラーパネル群の空間に負圧領域

を生じさせ，その結果ソーラーパネル表裏に作用する合

力を低減させる方法を考案した．本報ではその内容につ

いて報告する． 

２．ソーラーパネルに作用する風の性状把握

ソーラーパネル群に作用する風力を低減する方法を探

ることを目的として，コンピューターシミュレーション

を実施し，パネル周辺の風向・風速の性状やパネルに作

用する風力の性状について比較検討した．以下にその概

要について述べる． 

２．１ ソーラーパネル群に作用する風力低減方法 

ソーラーパネルは，傾斜を付けて設置されるため，パ

ネル群の最端部（パネルが持ち上がっている側）に位置

するパネルは，Fig.1に示すような風向から風を受ける

と，上面には負圧，下面には正圧が作用するため，パネ

ルにはこれらの合力が生じ，結果的に大きな浮力が生じ

ることとなる．台風などの強風時に最端部のパネルが破

損しやすい原因はこの理由によるところが大きいと思わ

れる．さらに，一旦最端部のパネルが破損すると２列目，

３列目と破損範囲が次々と風下側のパネルに広がってい

く危険性をはらんでいる．つまり，強風によるソーラー

パネル群の破損を防ぐには最端部のパネルが破損しない

ようにすることが重要となる． 

そこで，簡単かつ効果的にパネル群に作用する風力を

低減することができる方法を検討した．ソーラーパネル

最端部より風上前方に Fig.2 に示すように，ソーラーパ

ネル上面に大きな負圧が作用するのを防ぐため、一定の

間隔を空けてソーラーパネル高さと同寸法程度の垂直パ

ネル（以下，風力低減パネルと呼ぶ）をソーラーパネル

と平行に設置し，パネル近傍における風の流れを変化さ

せ，風力低減パネル後方に負圧が作用する空間領域を人

工的に作り，ソーラーパネル表裏に作用する合力を低減

させる方法を考えた． 

Fig.1 ソーラーパネルに作用する風力のイメージ図 ＊ 技術研究所 風環境研究グループ 

h1 
風 

負圧が作用 

ソーラーパネル

地面 
正圧が作用 

h2

h1:ソーラーパネル高さ(m) 

h2:ソーラーパネル下端高さ(m) 

隅角部近傍は剥離流に

よる大きな負圧が作用 

ソーラーパネル群に作用する風力低
減方法に関する検討／鰐淵
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 ＊ 技術研究所 建築生産研究グループ 

 ＊＊ テクノスペース・クリエイツ株式会社

施工 BIM の実践と検証 

佐藤永＊ 遠藤元樹＊＊ 

BIM(Building Information Modeling)には形状，空間の関係，数量，各要素のプロパティといった建物

に関する情報が含まれており，従来の二次元の CAD データを BIM に置き換えることで，効率的な情報の伝

達，整合性の向上などの効果が期待される．そこで，施工段階において BIM を活用するため，BIM からの

図面化，数量算出，設備配管等と建物の干渉チェックなどの実践・検証を行った．それらの検証結果，お

よび今後の課題について報告する．

キーワード： BIM，図面化，干渉チェック，数量算出

１．はじめに 

海外では BIM を義務化している国および義務化を検討

している国が多くあり，BIM は世界的に普及してきてい

る．日本では 2009 年が BIM 元年と言われ，以降 BIM の活

用が急速に普及してきた．2014 年 3 月に国土交通省官庁

営繕部が『官庁営繕事業における BIM モデルの作成およ

び利用に関するガイドライン』を策定し発表した．また，

建築確認審査に BIM を活用する検討も進められている． 

近年，設計段階ではプレゼンテーションやクライアン

トとのコミュニケーションでの活用事例，施工段階では

BIM モデルと工程データをリンクさせて，建物の出来上

がっていく様子を表現する 4 Ｄシミュレーションを用い

た合理的な施工ステップの検討，デジタルモックアップ

による詳細な検討などの活用事例が増えており，今後一

層普及する状態にある． 

BIM を活用するメリットは「可視化による説明性の向

上」「整合性の向上」「業務の効率化」「数量積算の精

度向上」など様々なことが挙げられる．また，BIM の活

用方法として「企画・設計から施工，さらには施工後の

維持管理に至るまで BIM モデルを一貫して利用する」こ

とが考えられているが，各段階のみでも活用することは

できる．本稿では施工段階での BIM 活用に注目して検証

を行った結果を報告する. 

２．検証結果 

２．１ 作図 

 BIMによる作図検証として J-BIM施工図 CADを用いて

作成した躯体図と，現状の二次元図面として AutoCAD を

用いて作成した躯体図を Fig.1 に示す．なお，BIM によ

る躯体図は，そのまま切り出したものではなく，加筆修

正をしている．符号，線種，ハッチングなどの表現の違

いはあるものの，概ね同じ図面を作成することができた． 

今回の検証では，完成している躯体図を基に三次元モ

デルを作成し，その作成したモデルから図面を切り出す，

という手順で検証している．今回はソフトの操作に習熟

していなかったため時間を要したが，習熟すればモデル

の作成から作図完了までの作業時間は，AutoCAD での作

図時間と同程度で完成できると考えられる． 

しかし，実際の作図はチェックバックによる修正が数

回必要となる．BIM を用いた場合の修正は，モデルの修

正，図面の切り出し，加筆修正の作業が必要になるため，

BIM による躯体図 

Fig.1 躯体図の比較

AutoCAD による躯体図

施工BIMの実践と検証／佐藤・遠藤目次へ戻る
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 ＊＊  国土交通省国土技術政策総合研究所 

実大５層鉄筋コンクリート造建築物の静的載荷実験 

濱田 真 ＊ 前川 利雄 ＊ 壁谷澤 寿一 ＊＊ 

本研究報告は 2014 年 12 月から 2015 年 1 月にかけて実施された実大５層鉄筋コンクリート造建築物の静

的載荷実験について記したものである．本実大実験の目的は，制振や免震などの先端技術を利用せず，従来

の設計手法の枠組みで適用できる在来 RC 構造技術を対象に，地震後の建物の継続使用性確保に資する新た

な構造形式の提案を試みたものである．本研究報告では試験体概要，実験方法および実験結果の概要につい

て述べる．なお本実験は，国土交通省総合技術開発プロジェクト「災害拠点建築物の機能継続技術の開発」

の一環として実施されたものである．

キーワード：実大５層鉄筋コンクリート造建築物，袖壁付き柱，静的実験，ひび割れ性状，変形性状

１．はじめに

東日本大震災では「現行耐震基準に基づき設計された

建築物，耐震改修された建築物においては構造安全性と

いう観点から十分な性能を発揮した．しかし，鉄筋コン

クリート造における非構造壁の破損により，その後建築

物の利用ができない事例が多く見られた．」と報告され

ている 1)．特にマンション等の都市型集合住宅の玄関回り

の非構造壁が損傷して玄関ドアの開閉が困難となること

により，避難上の支障が生じたり，無理矢理こじ開けた

後は閉まらなくなり防犯上の問題が生じたりした．

非構造壁の破損は，旧耐震基準による設計や現行耐震

基準による設計に係わらず，いずれの年代の建築物にも

比較的多く見られており，制振ダンパーで補強された建

物においても確認された．非構造壁の地震時挙動の解明

や損傷を防止するための方策に関しては，研究の必要性

が伝えられているが，構造部材である耐力壁のように研

究が十分に進んでないこともこの被害の一因である 1)．

本実大実験の目的は，構造スリットで切り離されてい

る袖壁付き柱を活用し，架構の剛性および耐力を増加さ

せることで大規模地震に対して非構造壁の損傷を抑制す

る設計法を提案し，その性能を確認することである．

なお，本実大実験の背景や目的については文献 2)に詳述

されているので参考にされたい．また本研究報告は文献

3)を取り纏めたものである．

２．実験概要 

２．１ 試験体概要 

Fig.1 に実大実験試験体の基準階平面図および断面図

を示す．試験体は 2×1 スパン，実大５階建て鉄筋コンク

リート造建築物であり，国立研究開発法人 建築研究所

実大構造物実験棟において製作した．

桁行方向は壁付きフレーム，張間方向は純ラーメンで

ある．階高は 3.5m，建物高さは 18.7m である．スパン長

さは桁行方向，張間方向とも 6m である．上部構造の総

重量は約 550ton である．基礎はスタブとし反力床に PC
鋼棒で固定した．桁行方向の壁は，左右対称の２種類の

窓型開口部（2.0m×1.8m，1.0m×1.8m，開口周比 0.51）
により分割され，袖壁，腰壁，垂壁としてフレームに付

帯している．

Fig.1 実大試験体 基準階平面図および断面図
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実大５層鉄筋コンクリート造建築物
の静的載荷実験／濱田・前川・壁谷
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注水併用エアクーリング工法の開発と適用事例 

濱 慶子＊ 中出 剛＊ 神﨑 恵三＊＊ 細川 清＊＊＊ 小野 博康＊＊＊ 工藤 守＊＊＊

 マスコンクリートの温度ひび割れ対策として，通水によるパイプクーリング工法や送風によるエアクーリング工法が

広く用いられている．通水の場合，通水のための施工設備スペースや排水処理に対する制約により，適用が困難な場合

がある．一方，送風の場合には施工設備は簡易だが，コンクリートの温度上昇抑制効果が通水に比べて小さい． 

 我々は，送風時の空気に少量の水を加えることで大きな冷却効果を得られることを確認したので，その試験結果および

実施工への適用について報告する． 

キーワード：温度ひび割れ，温度応力解析，マスコンクリート，パイプクーリング，エアクーリング 

１．はじめに 

 近年コンクリート構造物の品質向上として，施工時の水和熱

に伴う温度応力によるひび割れ制御対策が取り上げられること

が多い．この対策の一つとして，コンクリート中に設置したク

ーリングパイプに冷媒を流すことによりコンクリートの温度上

昇を低減し，有害なひび割れの発生原因となる温度応力を抑制

するパイプクーリング工法がある．従来から冷媒としては比熱

の大きい水を用い，コンクリートダムや大型橋脚基礎など大規

模なコンクリート構造物に適用されてきているが，近年では特

別な冷却設備や複雑なクーリングパイプの配管を必要としない

簡易な鉛直パイプクーリング工法が，一般的な函渠構造物や橋

台等に適用される例も増えている． 

 また，橋梁等のPC構造物においてはコンクリート内のシース

管などをクーリングパイプとして利用し，冷媒として空気を送

風することでコンクリートの温度上昇を抑制するエアクーリン

グ工法が用いられる例がある．エアクーリング工法は給水設備

や排水処理設備が不要なため，通水によるパイプクーリング工

法に比較して簡易な設備による対策が可能であるが，夏季では

冷媒となる空気の温度が高いことや水に比べて比熱や熱伝導率

が小さいことから温度抑制効果の面で劣ると考えられている． 

 筆者らは，施工スペースの制約がある地下構造物における温

度ひび割れ制御対策として，通水によるパイプクーリング工法

に替えて，設備が簡易なエアクーリング工法の採用を考え，試

験施工を通じた検証を踏まえて実構造物に適用した．また，エ

アクーリング工法の適用にあたり，送風時に少量の注水を行う

ことで冷媒となる空気温度が低くなることに着目し，注水併用

型エアクーリング工法を考え，その適用性について室内試験や

実施工による検証を行った． 

本稿では，このような注水を併用した新しいエアクーリング

工法の適用事例として，実施工および室内試験における内容を

報告する． 

２．注水併用エアクーリング工法の検討 

２．１ 工事概要 

 Table1に工事概要を示す．本工事は米軍基地座間キャンプ内

を通る地下横断道の改良工事であり，地下 10m に標準断面図

(Fig.1)に示すような高さ約6m，幅約12m，1施工ブロック延長

10m のボックスカルバートを構築するものである．構造物は，

側壁部がプレキャスト部材として先に設置され，これに底版コ

ンクリートを現場打ちコンクリートとして後施工することから，

底版コンクリートにおける延長方向の収縮が側壁部により拘束

され，後打ち底版コンクリートの接合部付近に有害な温度ひび

割れが生じることが懸念された．このため，拘束による温度応

力が生じる接合部付近に，通水による水平パイプクーリングを

実施しコンクリートの温度抑制を図る対策が当初計画されたが，

基地内での施工スペースに制約があり給水・排水設備の設置が

困難であったことから，これらの設備を要しないエアクーリン

グ工法の適用について検討を試みることとした．  

既往のエアクーリング事例 1)を参考にした事前の解析的検

討によれば，クーリングパイプ径φ80mm，風速 15m/s程度の送

風により当初計画した通水によるパイプクーリングと同程度の

温度抑制効果が得られると想定されたことから(Table2)，事前

に送風試験および現場試験を実施し，その適用性を検証するこ

ととした． 

＊   土木事業本部土木設計部

＊＊  土木事業本部プロジェクト技術部

＊＊＊ 首都圏支店

Table 1 工事概要 

Fig.1 標準断面図 

水平クーリング 

工事名称 市道新戸相武台道路改良工事(第三工区）

工事場所 相模原市南区新戸地内

発注者 相模原市

工期 平成25年9月30日～平成27年3月20日

注水併用エアクーリング工法の開発
と適用事例／濱・中出・神﨑・細川・
小野・工藤
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 ＊ 首都圏支店 有楽町線向原シールド作業所 

縦長形状の複合円形断面シールドで連絡線を築造 
－有楽町線小竹向原・千川間連絡線設置シールドトンネル工区土木工事－ 

根岸秀男 ＊ 

東京メトロ有楽町線・副都心線の安定輸送確保を目的とした小竹向原・千川間連絡線設置工事は，分岐の

交差部を解消して新たな運行経路を配線するものである．この連絡線のシールドトンネル部は縦長形状の複

合円形断面を採用した． 

本稿は，平成 25 年に供用した都心方面へ向かうＡ線側連絡線の施工実績を基に，郊外方面へ向かうＢ線

側連絡線の施工を計画し，その結果を比較考察したものである．

キーワード：複合円形断面，泥土圧シールド，裏込注入，曲げモーメント，ローリング

１．はじめに 

連絡線設置工事は平成 22 年から着工し，平成 25 年 3

月 16日の渋谷駅における副都心線と東急東横線との相互

直通運転開始までに先ず和光市方面から池袋方面へ向か

うＡ線側連絡線（以下、「Ａ線」と記す。）の工事を完

了し，供用を開始した． 

施工に際しては構造物を道路内に配置すること，有楽

町線・副都心線への影響および，地上への影響を最小限

にすることに注視し，両端を開削部，中間をシールド部

とした．さらに，シールド部においては，民地部および

既設構造物との離隔を十分に確保するとともに，地下鉄

運行に必要な空間を確保するため，円形に対して断面を

有効に活用できる複合円形断面を採用した．  

本稿では，平成 27 年度内に供用を開始する池袋方面か

ら和光市方面へ向かうＢ線側連絡線（以下、「Ｂ線」と

記す。）のシールド工事に関し，Ａ線の施工実績を踏ま

えて施工の工夫を行った縦長形状の複合円形断面泥土圧

シールド工事ついて，その結果を比較考察する．

２．工事概要

２．１ 線形 

平面線形については，Ａ線では曲率半径 R=500mの曲線

を有し，Ｂ線では直線のみである．縦断線形については，

Ａ・Ｂ線ともに発進部（和光市方）及び到達部（池袋方）

において+2‰，中間部にて+24‰の勾配を有する．Fig.1

に計画平面図を示す． 

Fig.1 計画平面図 

２．２ 地質 

地質については，Ａ・Ｂ線ともに同様であり，発進部

で全断面が段丘礫層，到達部で段丘礫層，東京層砂層で N

値は段丘礫層で 40 以上，東京層砂層は 50 以上である．

地下水位については，概ね GL-7.0 ｍ付近に存在する．

Fig.2に地質概要を示す． 

Fig.2 地質概要 

３．Ａ線の施工計画 

３．１ マシン 

Ｂ線で使用したシールドマシンは、スキンプレート以

外はＡ線で使用した機器を転用した．Fig.3 にシールドマ

シン構造図を示す．

掘削断面は複合円形断面であるため，円形カッタで掘

り残しとなる部分を最大 700mm のストロークを持つ 3 本

の伸縮カッタを装備して，掘り残しなく掘削した．Fig.4

に伸縮カッタを示す．また，縦長形状でのマシンローリ

ングが懸念されたため，ローリング対策として，ローリ

ング修正ジャッキ（上下 2.5°揺動）を 8本装備した．

縦長形状の複合円形断面シールドで
連絡線を築造／根岸
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