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はじめに

　建築物省エネ法が施行され，2017年4月より延床面積2000m2以上の非住宅について，建築物

エネルギー消費性能基準への適合が義務化された．業界ではますますZEB※1（Net Zero Ener-

gy Building）化への指向に拍車がかかっている．とりわけ，省エネを考えたファサード・エン

ジニアリングの採用，高効率型設備機器と再生可能エネルギー技術の積極的な導入に加えて，

健康志向・スマートウェルネスの推進，IoT技術の活用もその一環と言える．しかし，この激

動期にZEBを指向し，設計・施工された建物の20 ～ 30年後の姿をどのように予想できるだろ

うか．建築・省エネルギー技術は日進月歩の世界．その頃には，設備機器等の陳腐化は進み価

値観も変わり，つわものどもの夢の跡．きっと，ストックとしてリニューアルを施すタイミン

グを迎えているだろう．今一度，ZEBの本質を見つめなおして，流行り言葉に流されることな

く，総合的な観点から技術の進歩やライフスタイルの変化，社会的な価値観の変化に対応でき

るキャパシティを持ったZEBのあり方について考えておく必要がある．

ＳＩ化による将来のＺＥＢ改修への対応

　そのためには，先ず，スケルトン，インフィル，クラディングといった耐用年数や建物の構

成要素の違いを総合的に捉えたZEB化への視点が重要である．将来の新たなZEB化への改修に

対し，しなやかに，そしてフレキシブルに対応させた建築計画が大切である．建物や設備は，
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時代の変遷や生活の価値観の変化に応じ，それと共にZEBのベクトルも変わってくる．一般に

言われる耐用年数が長いスケルトンと，用途変更や設備更新頻度の高いインフィルの機能性の

違いを踏まえるとともに，ダブルスキン等の外皮部分にあたるクラディングは，デザイン性と

断熱・日射取得・遮蔽性，換気促進など環境調整機能を兼ね備えた極めて重要な構成要素と言

える．これらのあり方を建築・設備の両面から総合的に提案し，検証を続ける大阪のNEXT21
※2の試みは，一つの建物を使って何度となく時代フェーズを考えながらあるべき姿を実験的に

模索しており，実験住宅といいつつ，生活スタイル，価値観，部材開発に応じてフレキシブル

に検討を重ねている．そんな取り組みがフレキシブルに対応できるZEBの姿を想像させるお手

本の一つといえよう．SI（スケルトン・インフィル）は，イニシャルコストはかかるが，更新

性や維持管理コストは，ライフサイクルで考えるとメリットがあると言われて久しい．省エネ

促進に向け，更新性・可変性を向上させた箱モノの計画が最も重要である．新規高効率型設備

機器や新たな建築外皮等の部材の開発に対し，フレキシブルに適応できるSI化の発想を踏まえ

て，先読みした箱モノの提案が新たなZEBへの対応の第一歩である．

省エネと省資源の両輪を考えたＺＥＢ化，さらにＺＷＢ化へ

　さらに，省エネのみではなく，省資源化を含め総合的にCO2排出量の抑制に努めたZEB化技

術の構築とその評価手法の確立が必要ではないか．ZEBは，一次消費エネルギー量を指標に，

参考建物に対するその削減率の大小で評価されるが，現在その担い手は，建築，そして空調・

電気設備が主流である．本来は，建物に使用される水の節水効果や再利用水の可能性，ゴミの

減容化やリサイクル対応といった衛生設備や廃棄物処理の関与も評価に加える必要があろう．

建物単体，すなわち個別循環的に扱っていた節水や雨水利用，再利用の考えを，広く地域循環

や広域循環の範囲まで拡張させ広い範囲で水資源の削減に努めることが大切である．海外で

は，既にZWB（Zero Water Building）への発想もあり，今後は資源量の削減も加えた総合的

な環境負荷削減への取り組みが必要である．目を東アジアから東南アジア，更には中央アジア

を経てアフリカに転じてみれば，水資源確保は重要な問題である．わが国でもオフィスビルの

執務者一人あたりの設計用水消費原単位は，現在も80 ～ 100L/（日･人）であるが，実態は節

水化が進み50L/（日･人）程度と半減している．個々の節水型機器の使用と共に，雨水利用や

排水再利用，下水排熱利用なども含めた対応を検討してゆく，いわば，省エネに省資源化を加

え，両輪で環境負荷削減に取り組むコンセプト，すなわちZEB&ZWBの総合的な捉え方が大切

で，その定量的な評価法の確立が求められる．

ＬＣＰ・ＢＣＰへも対応できるＺＥＢと居住者理解の重要性

　最後は，災害時等にライフラインが途絶した際に，居住者や地域住民のLCP（生活継続計
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画：Life Continuity Plan）やBCP（事業継続計画：Business Continuity Plan）へ対応できる

避難拠点としてのZEBへの期待である．先般，実施された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」※3では，ライフラインが途絶した際に，避難拠点

となる施設において，災害後のエネルギー自立技術の重要性が述べられている．すなわち，平

常時の省エネ化の運用に加えて，良好な建築性能を有し，非常時にはエネルギーを自立でき，

生活者の生命を維持するために運用できる建物としてのZEBが求められる．

　最近，被災時には避難施設となる大学の体育館の熱環境を 1 年間実測する機会があった．築

20年以上を経過している建物であるが，開口部や壁面の断熱性能は低く，夏期には蒸し暑く，

冬期にはぐっと冷え込む．このような施設が全国には多く点在する．災害時には多くの高齢者

も避難所へ収容しなければならないため，ヒートショックや熱中症の発症への心配もある．さ

らに，開口部の多い施設では地震時にガラスの破損による危険と共に，破損時の断熱性の低下

も危惧される．

　このような背景の中，エネルギー自立型建築を考える前段として，建築性能を高めるパッシ

ブ技術の向上は，新築と共に既存建物のZEB化への改修で求められる基本事項でもある．その

上で再生可能エネルギーや非常用電源を導入し，エネルギーの自立を論じるべきであろう．災

害時に生活環境を何とか維持できるためのパッシブ技術の開発と，その成果を既存建物へ適用

することが先ずは急務である．さらに，先に提案した衛生設備との両輪で考えるZEBを考えれ

ば，非常用トイレやトイレ洗浄水の確保もサステナブルなZEBの達成に向けては，欠かすこと

のできない要素技術でもある．

　一方，最近の大規模物件ではLCP・BCP対策も重視され，エネルギー自立型設備や非常用水

源への備えも充実してきている．しかし，これらの設備を非常時に，だれが，冷静に判断し運

用できるのか．設計者や実務家の意見が先行し，先端的なZEB化対応の設備機器の一環として

導入されるが，肝心な生活者はその知識もなく操作方法も十分に知らない．このよう状況では

いざという場面でまったく対応ができない．通常時の使用でも同じであるが，設計者や施工者

は，高度なZEB技術と非常時でのその活用方法を分かりやすく説明し，習得してもらうこと，

居住者にとってシステムが理解しやすいシンプルな計画とし，日常生活の中で体験できること

も，ZEBを普及させる重要なソフト対策と言えよう．

おわりに

　先端技術を追求したZEBへの指向に，「技術の進歩により資源利用の効率性は向上したが，

資源消費は減らずにむしろ増加する」というジェボンズのパラドックスが思い浮かぶ．奇をて

らった高効率設備やトレンド技術のみを採用したZEBは，その建築のライフサイクル，そして

将来を見据えると逆効果へ繋がることもある．皆が現行のZEB評価チャートに向かうのではな
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く，震災時対策，社会や価値観や生活スタイルの変化に応じた新たな価値観を持ったZEBを模

索し，建物利用者の生活観，人生を豊かにする技術を構築してゆくことが大切である．

一方，都市の狭小な敷地では，太陽光発電の再生可能エネルギーの充足にも限界があり建物単

体で完全なZEB化を実現ことは難しい．その解決策として，電力の有効利用に加え，木質バイ

オマス，ごみ処理排熱や都市下水排熱などの未利用エネルギーを含めたエネルギーを地域単位

で融通しあい地域交通システムなどのインフラ整備と市民のライフスタイルの変化なども総合

的に捉えたスマートコミュ二ティの概念※4が必要になる．

※1：建築計画上のパッシブ手法（断熱，日射遮蔽，昼光利用，自然換気等）を最大限に活用し，寿命
が長く改修が困難な躯体や外皮性能を高度化することに加え，高効率な設備機器類と融合させ徹
底的な省エネルギーを実現させる．さらに，再生可能エネルギーを導入して太陽光発電等からエ
ネルギーを創り出し，年間のエネルギー消費量収支を限りなくゼロに近づける建築物．

※2：近未来の都市型住宅のあり方について，環境・エネルギー・暮らしの面から 実証・提案するこ
とを目的とした大阪ガスが取り組む実験集合住宅．

※3：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」災害拠点建築物
の設計ガイドライン（案）2017.3.30
　URL：http://www.nilim.go.jp/lab/hbg/saigai/saigaikyotenn.htm（2017年12月現在）

※4：地域社会がエネルギーを消費するだけではなく，つくり，蓄え，賢く使うことを地域単位で統合
的に管理する社会．



5

熊谷組技術研究報告　第76号／ 2017.12
技術研究報告の発刊にあたり

技術研究報告の発刊にあたり

　熊谷組技術研究報告第７６号の発刊にあたり，一言ご挨拶申し上げます．

　熊谷組は，2018年1月に創業120周年，2018年 4 月につくば技術研究所開設30周年を迎えます．

これはひとえに，お客様をはじめ関係各位の温かいご支援とご愛顧の賜物であり，この場をお

借りして厚く御礼申し上げます．

　当社は，創業当時より，工事施工にあたって親切を旨としお得意様の不安の除去に努めるだ

けでなく，信用を高め相互に共存共栄をはかることを常に思い描き，お客様や社会のニーズに

対して常にチャレンジ精神をもって各種の難関な事業に取り組んでまいりました．この事業を

実現する新しい技術についてはこれまで技術研究所を中心に研究開発を行っておりましたが，

2017年 4 月に，世の中に役立ち，建設業界の発展に寄与するようなオリジナル技術の開発を目

指して研究開発体制を一新し，「技術本部」を新設いたしました．

　東日本大震災や熊本地震等の大規模自然災害，少子高齢化の進展や今後予想される急激な人

口減少，ライフスタイルの多様化，働き方の改革など，現在我々を取り巻く社会環境は大きく

変化してきています．さらには，自動車のEV化，人工知能やロボット等の最先端技術の導入

など，新しい技術は急激な速度で社会への実装が進められています．このような大きな環境変

化の時代を迎えるなかで，解決すべき課題は広範かつ多岐にわたってきております．

　これらの新たな課題に対して，効率的な技術開発を実施するためには，異業種とのオープン

執行役員 技術本部長
永田 尚人

目次へ戻る
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イノベーションを進めることが重要となり，スピード感をもって「お客様にとっての新たな価

値を創造する」ことが，我々がなすべき大きな目標であると思われます．

　今回お届けする技術研究報告では，関東学院大学建築・環境学部の大塚雅之教授による「本

質が求められるZEBへの期待」と題する巻頭言を頂いております．研究分野では，コンクリー

トの圧縮強度推定試験法の提案やVRを活用した風環境の可視化システムなど，11編の研究論

文と研究報告について紹介しております．施工報告では，土木分野 3 編，建築分野 2 編をご紹

介するとともに，今年度から速報的な施工報告として，全国土木技術発表会から4編，全国建

築技術発表会から3編の報文を掲載しています．また，本号では特別に，平成28年度土木学会

吉田賞（論文部門）を受賞された土木事業本部の佐藤英明氏と足利工業大学宮澤伸吾教授によ

る論文「ダムコンクリートにおける自己収縮ひずみの評価方法に関する研究」を掲載いたしま

した。

　皆様におかれましては，この熊谷組技術研究報告をご高覧いただき，ご指導ご助言を賜りま

すようお願い申し上げます．
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＊ 技術本部 技術研究所 環境工学研究室 

＊＊ 技術本部 

 ＊＊＊  三菱地所レジデンス（株） 

クオリティマネジメント部門 商品企画部

共同住宅における歩行音の聴感印象に関する実験的検討

－背景音の効果に関する検討－ 

黒木 拓 ＊ 大脇雅直 ＊＊ 佐藤英規 ＊＊＊ 三室敬史 ＊＊＊ 

本報では，所定の床衝撃音遮断性能が確保されている共同住宅の居室において録音した上階からの歩行音

を用いて，背景音を付加した場合の歩行音の聴感印象の変化について検討を行った．背景音が大きくなるに

従い不快と感じる割合は減少する傾向にあった．次に，24時間換気を用いて背景音を付加する装置を作製し，

実建物居室での背景音によるマスキング効果について検討した．実建物居室において作製した背景音を付加

する装置で背景音を付加することで，歩行音がマスキングされることが確認できた．

キーワード：共同住宅，室内静謐性能，歩行音，マスキング，聴感実験

１．はじめに 

近年，共同住宅では，床衝撃音遮断性能や屋外から居

室内に入射する音を対象とした室内静謐性能などについ

て，所定の遮音性能を確保できるように設計時に検討し

ている．一般的に，交通量の多い道路に面している居室

では，開口部のサッシは T-2 等級，給気口のベントキャ

ップは防音型とする場合が多い．交通量の少ない道路に

面している場合や，道路に面していない居室では，サッ

シは T-1 等級，給気口のベントキャップは一般型とする

場合が多い．しかし，外部の音環境が非常に静かな場合

や鉄道通過音などの特定の音源を対象に高い遮音性能の

サッシやベントキャップを用いた場合などは居室内が非

常に静かな環境となる時間があり，所定の性能が確保さ

れた居室においても，上階からの歩行音や生活音が聴感

上「微かに」または「小さく」聞こえることもあること

を報告した 1）． 

中村らは，音圧レベルの小さい音に対するうるささに

関する検討を行い， A 特性音圧レベルが小さい音であっ

てもうるさく感じる場合があること，うるささは単に A

特性音圧レベルで規定されるものではなく，背景音との

関係を考慮する必要があることを報告している 2）．桑野

は，室内音環境についてある程度の気にならない音があ

る方が快適であると思われると報告している 3）．また，

桑野らは，背景に流れている空調音の聴感実験を行い，

その許容値として A特性音圧レベルで 35～40dBの値が推

定できたと報告している 4）． 

筆者らは，所定の床衝撃音遮断性能が確保されている

共同住宅の居室において，外部からの音による影響の小

さい時間帯において上階からの歩行音を測定した 5）．測

定した音源を用いて，無響室において，歩行音に背景音

を付加した場合の聴感印象の変化について聴感実験を行

った．聴感実験における背景音は，オクターブバンド

500Hz帯域以上を遮断したピンクノイズとした 2）．聴感実

験の結果，歩行音の聴感印象は，A特性等価音圧レベルが

35dB の背景音を付加すると不快と感じる割合が減少する

傾向があることを報告した 6）．そこで，筆者らは，共同

住宅でも義務付けられている 24時間換気の給気用パイプ

ファンを用いて背景音を付加する装置を作成し，実建物

の居室において背景音を付加した場合のマスキング効果

について検討し，その効果について報告した 7），8）． 

本報では，所定の床衝撃音遮断性能が確保されている

共同住宅において録音した歩行音を用いて，背景音を付

加した場合の歩行音の聴感印象の変化について無響室で

聴感実験を行った結果について報告する．次に，24 時間

換気の給気用パイプファンを用いて背景音を付加する装

置を作製し，実建物居室における背景音によるマスキン

グ効果について報告する．なお，本報は参考文献 5）～8）

に加筆，修正を加えたものである． 

２．共同住宅における歩行音

２．１ 測定建物の概要 

歩行音の測定は，RC 造共同住宅 3 棟，3 住戸 4 室にお

いて行った．対象居室の概要を Table 1に示す． 

対象居室のスラブは，居室①は波型ボイドスラブ，居

室②，③，④は均質単板スラブである．床仕上げはいず

れも床先行工法乾式二重床であり，居室①，②の床衝撃

音低減性能はΔLL（Ⅱ）-3，ΔLH（Ⅱ）-2 である．乾式

二重床の構成は，居室①ではパーティクルボード 20mm + 

下地合板 12mm + フローリング 12mm，居室②ではパーテ

共同住宅における歩行音の聴感印象
に関する実験的検討／黒木・大脇・
佐藤・三室

目次へ戻る
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 ＊ 技術研究所 防災技術研究室 

 ＊＊ 建築技術統括部 建築構造技術部 

 ＊＊＊  関西支店 日本電産作業所 

鉄骨造事務所ビル大型スラブの

人歩行時床振動の予測と実測結果

前川利雄 ＊ 青木浩幸＊＊ 神前 泰＊＊＊ 

無柱の開放的な執務空間を提供することのできる事務所ビルの鉄骨造大スパン架構では，人が歩行した時

の床の振動が他の執務者に不快感をもたらす可能性がある．本論文では，24m☓12mの大型スラブの計画され

る 10 階建ての事務所ビルについて設計時に線形 FEM 解析により人歩行時床振動の予測を行ない構造計画や

部材断面を検討し，建設後の床振動測定により設計時の事前解析の妥当性について確認した結果について報

告し，さらに測定後の修正モデル解析から行った人歩行時の荷重作用の多様性に関する考察にも言及する． 

キーワード：床振動，人歩行，鉄骨造大スパン架構，大型スラブ，予測評価，振動測定

１．はじめに

無柱の開放的な執務空間を提供することのできる事務

所ビルの鉄骨造大スパン架構では，人が歩行した時の床

の鉛直方向振動が他の執務者に不快感をもたらす可能性

がある．日本建築学会居住性能評価指針 1)では，このよう

な床振動に対して V-50 や V-70 といった評価ラインを定

めている．例えば，V-50,V-70 はそれぞれ 50%,70%の人が

床の振動を感じるレベルとされている．どのような状況

においてどの程度の水準にあるべきか，などということ

については具体的には定められておらず，設計者と発注

者との間の協議に委ねられている． 

本論文では，24m☓12m の大型スラブの計画される 10階

建ての事務所ビルにおいて，設計時に線形 FEM 解析によ

り人歩行時床振動の予測を行ない構造計画や部材断面を

検討し，建設後の床振動測定により設計時の事前解析の

妥当性について確認した結果について報告する． 

２．事前予測解析 

２．１ 人歩行時の振動床応答解析モデル

解析モデルは立体骨組架構とし，柱ならびに梁は線材

ビーム要素，スラブは板要素とした FEM モデルである．

波型デッキプレート合成床版は等価な質量を持つ平板に

置換し，異なるスパンでのスラブ段差は無視した．EV シ

ャフト，階段室は床開口として扱った．柱梁接合部には

フェース位置まで剛域を設けた．スラブの厚さ方向中心

位置を基準として，大梁，小梁にはオフセット（芯ずれ）

を考慮した．境界条件は上下階の柱中央においてピン支

持とした．減衰モデルはひずみエネルギー比例型とし

h=0.010と与えた．積載荷重は 1,000N/m2と仮に設定し各

節点に均等に与えた． 

架構モデルと歩行時応答解析における加振点，受振点

を Fig.1 に示す．主要断面を Table 1 に示す．歩行荷重

モデルは日本建築学会荷重指針に則って与えた．歩行時

の床への鉛直方向動荷重を Fig.2 に示す．なお 2 人歩行

時の計算においては安全側モデルとして 1 人歩行時の２

倍の動荷重と仮定した． 

Fig.1 架構モデルと加振点・受振点

24,200

24
,2

00
 

12
,0

00
 

加振点

受振点

DS2 

階 符号 部材断面
8 G1 H-588x300x12x20

G12 H-588x300x12x20

符号 部材断面
B35 H-350x175x7x11
B59 H-596ｘ196ｘ10x15

符号 厚さ
DS2 デッキプレート75+80（山上コンクリート）

大梁

小梁

スラブ

Table 1 主要部材断面

鉄骨造事務所ビル大型スラブの人歩
行時床振動の予測と実測結果／前
川・青木・神前

目次へ戻る
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 ＊技術本部 技術研究所 基盤技術研究室 

エコーチップを用いたコンクリートの

圧縮強度推定試験方法の提案 

三谷和裕 ＊ 金森誠治＊ 野中 英 ＊ 

本研究では，エコーチップをコンクリートへの圧縮強度推定への適用を図ることを目的として，エコーチ

ップ硬さ値のばらつき，打撃方向の影響，影響深さについて検討した．文献に示されている考え方に準じて，

300×300×150mm 供試体を用いたエコーチップ硬さ値とφ100×200mm 供試体の圧縮強度との関係を検討し，

コンクリートの圧縮強度を推定する試験方法を示した．

キーワード：エコーチップ，コンクリート，試験方法，圧縮強度，ばらつき，角度補正，影響深さ

１．はじめに 

構造体に打ち込まれたコンクリートは，現場の環境条

件，建物・部材の形状，施工条件，試験材齢などの要因

により，構造体管理用の円柱供試体とは強度差が生じる．

そこで，実構造物のコンクリート強度を非破壊試験によ

り推定することは，施工および養生を踏まえた圧縮強度

を把握する上で重要である．また，試験を任意の材齢で

回数を多く行えるなどの利点もある． 

非破壊試験によるコンクリートの圧縮強度の推定は，

反発度および反発速度による方法，超音波による方法，

引っかき傷幅による方法などがあり，反発度および反発

速度による方法としてリバウンドハンマーによる方法が

広く用いられている．最近では，反発度を測定するリバ

ウンドハンマ－の他に，反発速度を測定する方法がいく

つか実用化されており，本研究ではその中で鉄の硬度を

測定するエコーチップ硬さ試験機（以下，エコーチップ

とする）に着目した． 

エコーチップは，Fig.1に示すようにインパクトボディ

の打撃速度とその反発速度から，金属の硬度を測定する

装置である．この装置は，鉄などの硬度を測定するため

の試験方法として普及しているが，コンクリートに適用

した事例は少ない例えば 3)．エコーチップの測定原理は，リ

バウンドハンマーと同様にコンクリートを打撃したとき

の反発を測定するものである．その打撃力は，リバウン

ドハンマーと比し 1/200 程度と小さいことから，その影

響深さはリバウンドハンマーの影響深さ 1～2cmより小さ

いと推測され，コンクリートの表面から数 mm程度の深さ

の圧縮強度の推定に適用出来ると考えられる． 

本研究では，エコーチップをコンクリートの強度推定

への適用を図ることを目的として，エコーチップ硬さ値

のばらつき，打撃方向の影響，影響深さについて検討し

た．最後に，文献 2)に示されている考え方に準じて，□

300×300×150mm供試体（以下，平面供試体とする）を用

いたエコーチップ硬さ値とφ100×200mm 供試体（以下，

円柱供試体とする）の圧縮強度との関係を検討し，コン

クリートの圧縮強度を推定する試験方法を示した．

２．エコーチップの概要 

エコーチップは，Fig.1に示す直径 3mmのテストチップ

の付いたインパクトボディを所定の速度で供試体表面に

衝突させ，その打撃速度および反発速度からエコーチッ

プ硬さ値を求める装置であり，ASTM A 956 “Standard Test 

Method for Leeb Hardness Testing of Steel Products”

において鉄の硬度を測定する方法として規格化されてい

る． 

エコーチップの特徴は，衝突エネルギーがリバウンド

ハンマーの 2100～2300N・mm に対し 11.5N・mm と小さい

こと，計測機がコンパクトで測定が容易であること，端

部から 5mm 以上，隣接する測定点が 3mm 以上離れていれ

ば測定ができ，供試体の寸法および形状の制限を受けに

くいことが挙げられる． 

式(1)に示すように，測定されたインパクトボディの反

発速度をその打撃速度で除し，1000 倍した値をエコーチ

ップ硬さ値（HL）とした． 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉0

× 1000 ・・・(1)

ここに，HL：エコーチップ硬さ値，V：インパクトボデ

ィの反発速度(m/sec)， V0：インパクトボディの打撃速

度(m/sec) 

ﾘﾘｰｽﾎﾞﾀﾝ
ﾛｰﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ﾁｬｯｸ

ﾃｽﾄﾁｯﾌﾟ

ｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸﾞ 供試体

ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ

ｲﾝﾊﾟｸﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ｺｲﾙ
ｲﾝﾊﾟｸﾄﾎﾞﾃﾞｨ

ｶﾞｲﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ

Fig.1 エコーチップ 

エコーチップを用いたコンクリート
の圧縮強度推定試験方法の提案／三
谷・金森・野中

目次へ戻る
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熊谷組打設管理ソリューションの開発と試行 

神﨑恵三 ＊  宮﨑安弘＊  坂部光彦＊＊  小澤里佳＊＊ 

国土交通省が提唱した「i-Construction」は，今後の生産年齢人口の減少を見据えて，建設現場の生

産性向上を図ることを目標として推進されている．具体的には，建設現場の特性である「一品受注生

産」「現地屋外生産」「労働集約型生産」を打破するため，建設現場の工場化（ICT 化）やサプライチ

ェーンマネジメント（効率的な生産工程），工期の平準化などの施策を先行的に進めている． 

「熊谷組打設管理ソリュ―ション」は，建設現場で最も生産性が低い工種といわれているコンクリー

ト工事での打設作業において，生コン車の出荷から荷降ろし，打設から養生までの一連の生産工程を

ICT 技術を用いて管理し，業務の省力化や品質確保を実現する目的で，運用を図るものである．

本報文にて，本システムの概要，作成手順，試行事例，効果検証，今後の展望について報告する. 

キーワード：ＩＣＴ，トレサビリティ，打重ね管理，一元管理

１．はじめに 

コンクリートの長期耐久性に影響を及ぼす要因として，

打設直後から初期養生までの品質管理が特に重要である． 

筆者らは，この工程におけるトレサビリティや品質デ

ータをリアルタイムに管理し，データを一元集約するツ

ールとして，既存システム「コンクリート打設管理シス

テム」をベースに一部機能を追加し運用を開始している． 

本システムは，①生コン車がプラントを出荷してから

現場到着，打設開始から完了までの各々の時刻を管理，

②上下層の打重ね時間間隔を管理，③受入れ時の品質デ

ータ（スランプ，空気量，Co 温度，塩化物量，単位水量

など）を管理，④積算温度から脱枠時の強度を推定，⑤

養生中の温度，湿度を自動計測して管理し，データを集

約，必要な帳票を自動作成することができる（Fig.1）．  

 

 

Fig.1 コンクリート打設管理システムの概要 

 

２．システム概要

従来，現場打ちコンクリート工事での打設管理におい

て，コンクリートの打設情報は，生コン工場からの出荷

伝票や担当者が現場で記入する打設管理記録表などで管

理されており，打設終了後，帳票類を手入力で作成して

いる．このため，現場担当者間でのリアルタイムな打設

情報を共有できておらず，帳票類の作成も後作業として

発生する．打設管理（打重ね管理）については，事前に

作成した打設管理計画書を基に，計画通りに打設できて

いるか目視確認で管理を行っているのが実情である． 

「コンクリート打設管理システム」は，基本的に iPad

などのスマートデバイスを使用して画面上にタップ，も

しくは手入力することでデータを記録し蓄積していく．

IC タグを用いてもデータ入力が可能である．養生時の温

度計測も熱電対により自動計測と保存ができる．これら

データはリアルタイムにインターネット上の WEB サーバ

ー上に蓄積され，自由に閲覧ができることで工事関係者

間で情報共有が可能となる（Fig.2）．

 

 

Fig.2 コンクリート打設管理システムイメージ図＊  本社土木事業本部プロジェクト技術部 

＊＊ 名古屋支店土木部技術グループ 
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熊谷組打設管理ソリューションの開
発と試行／神﨑・宮﨑・坂部・小澤
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耐震補強部材の損傷検知技術の開発 

大越靖広 ＊ 服部翼 ＊ 

 鋼板巻立て工法等により補強されたラーメン高架橋柱は，東日本大震災をはじめ数回の強震動を経験

したが大きな損傷は確認されておらず，その有効性が明らかになっている．しかし，強震動を受けた後

の既設部材の損傷状況については，鋼板で巻立てられているが故に確認が困難であることが土木学会 1)

等でも指摘されており，今後の課題のひとつである．著者らは地震後の緊急時に，専門的な知識を必要

とせず早急に鋼板巻立て補強済みの既設部材の損傷状況を把握できる技術の確立を目指し，健全度確認

センサーの開発を行ってきた．また，本センサーは施工中のトンネルの支保工や開削工事の土留め工に

設置することにより，施工中の安全の見える化に貢献できるものであり，施工中のトンネルで実際に適

用する例を紹介する． 

キーワード：高架橋柱，損傷，センサー，安全の見える化

１． はじめに 

本技術は，鋼板巻立て補強された高架橋柱の補強鋼板

に，地震時に作用する圧縮力を圧力測定フィルムにて可

視的に検知するものである．鋼板に作用する圧縮力は，

高架橋柱の損傷度が大きくなると増加することから，圧

縮力を検知することにより耐震補強済みの既設部材の損

傷度が判定できる仕組みである．本技術の主な特徴は，

①圧力測定フィルムは不可逆的であり，地震後の残留変

位が小さくても，補強鋼板の最大圧縮力時の着色が残る

ピークセンサーであること，②地震時の停電に備えて無

電源であること，③構造が単純で安価であること，等で

ある．本センサーの最終的な目標は，Fig.1 に示すよう

に，例えば列車の運行の可否等の判断基準になりうる高

架橋柱の既設部材の降伏点や最大耐力点を可視的に判断

することである． 

また，本技術はトンネルの支保工や開削の土留め工に

適用することにより，通常の計測工とは別に，施工中に

誰もが異変に気付くことができるセンサーとして，安全

の見える化に貢献できるものであり，当社で施工中のト

ンネルにおいて適用する例を報告する．

２．健全度確認センサーの概要

２.１ センサーの概要 

健全度確認センサー（以降，センサーと呼ぶ）は Photo.1

や Fig.2 に示すように圧力測定フィルムを透明磨きした

アクリル板で挟み込んだものである．補強鋼板は導入さ

れた圧縮力により歪み，補強鋼板に接着された鋼製の取

付け板間に強制変位が発生する．その強制変位によるひ

ずみがアクリルに伝達され，アクリルのヤング係数に応

じた圧縮応力が圧力測定フィルムに導入される仕組みで 

＊技術本部 技術研究所 防災技術研究室

通常運転

徐行運転

運転不可

Y：降伏点 

M：最大耐力点 

N：終局点 

M 

θ

Fig.1 柱部材の骨格曲線と列車運行のイメージ 

Photo.1 健全度確認センサー

鋼製の取付け板

アクリル 圧力測定フィルム

既
設
部
材

充填モルタル

補強鋼板

取付け板

アクリル

圧力測定フィルム

Fig.2 センサーの概要

耐震補強部材の損傷検知技術の開発
／大越・服部
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 ＊ 技術本部 技術研究所 地球環境研究室 

 ＊＊ 技術本部 新技術創造センター 

 ＊＊＊  公益財団法人日本生態系協会

生物多様性を考慮した 

草地整備手法の確立に関する研究

佐々木静郎 ＊ 村上順也 ＊ 河村大樹 ＊ 門倉伸行 ＊＊ 佐藤伸彦＊＊＊ 

2010 年に名古屋で開催された COP10 を契機に，再開発事業における緑地創出や工場敷地の緑化を行う場

合に，在来種を用いた草地環境の整備を計画する取組みなど，生物多様性を考慮した草地環境創出事例が

散見されるようになった．しかし，在来草本を活用した草地造成はまだ取組みが浅く，さらなる実証研究

が求められている．本研究は，公益財団法人日本生態系協会との共同研究により，生物多様性を考慮した

草地整備手法の確立を目的として行ったものであり，本報ではその概要について紹介する． 

キーワード：COP10，生物多様性，在来種，草地整備，外来種，植生，ワレモコウ

１．はじめに 

近年，質の高い草地環境は，管理の放棄や開発などに

より顕著に減少している．たとえば，東京都練馬区では

区域約 4,800ha のうち樹木地が約 15％を占めているが，

野草地は 1.4％しか残っていない１）．すなわち，都会の

子供たちが身近に接することができる，ヒバリ，オオヨ

シキリ,セッカといったウグイスの仲間やバッタ，キリギ

リス，スズムシ，マツムシ，コオロギなど樹林よりも草

地を好む生き物の生息地が極めて少なくなっていること

を示している．このことは，IUCN（国際自然保護連合の

レッドリストで絶滅危惧種というカテゴリーに指定され

た種が増加していることからも裏付けられる． 

一方，2010 年に名古屋で開催された生物多様性条約の

第 10 回締約国会議（COP10）で「生物多様性戦略計画

2011-2020 及び愛知目標」が採択されたことを契機に，

民間事業者による生物多様性保全の取り組みが活発にな

りつつあり，再開発事業に伴うススキ草地創出への取り

組み２）や，既存の工場緑地に在来種を用いた草地環境の

整備を計画する取り組み３）など，生物多様性を考慮した

草地の創出・整備事例も散見されるようになった． 

しかし，このような人工的な環境下における，在来草

本を利用した草地の造成については，まだ取り組みが浅

く，さらなる実証研究が求められている現況である． 

本研究は，生物多様性を考慮した草地整備手法の確立

をめざして，公益財団法人日本生態系協会との共同研究 

により，当社筑波技術研究所（以下,研究所敷地内）での

各種フィールド実験を実施したものである．本報では，

その結果の概要について取り纏めて紹介する． 

２．研究概要

 本研究の概要を Fig.1 に示す．研究は，次の 3 つのテー

マに分けて行った．

・テーマ１：既存草地における在来種導入試験

・テーマ２：外来種が優先する草地における在来種転換

試験 

・テーマ３：外構草地の管理状況と成立植生との関係

２．１ 既存草地における在来種導入試験 

２．１．１ 目的 

 生物多様性の観点から良好とされる草地は，年数回の

草刈りによって適切な在来種が維持される草地とされて

いる．一方，造成地などの埋土種子が乏しく，周辺環境

Fig.1 研究概要 

生物多様性を考慮した草地整備手法
の確立に関する研究／佐々木・村上・
河村・門倉・佐藤
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 ＊ 技術本部 技術研究所 基盤技術研究室 

二重管式既製コンクリート杭工法 

〔ヘッドギアパイル工法〕の開発 

遠藤正美 ＊ 森利弘 ＊ 小川敦 ＊ 

近年の既製コンクリート杭は，高支持力杭により，適用できる鉛直荷重の範囲が拡大しており，同時に設

計する水平荷重も増加の傾向にある.そこで，既製コンクリート杭の杭頭部に直径の大きい鋼管を取付け，

二重管式構造とすることで水平荷重に対する抵抗性を高める二重管式既製コンクリート杭(ヘッドギアパイ

ル)工法を開発した.本稿では，本工法の性能確認のために実施した原位置での施工性試験と水平載荷試験の

結果について報告する．

キーワード：既製コンクリート杭，鋼管，水平載荷試験，梁ばねモデル

１．はじめに 

１．１ 開発経緯 

既製コンクリート杭は，明治 30年代の振動詰め成形に

よる RC杭を初めてとしている．昭和 9年になると遠心力

成形による RC杭が開発された．後に，PC杭・PHC 杭・SC

杭などの開発と改良が行われ，近年では構造物の大型化

に伴う鉛直荷重の増大に対し，高支持力の杭が開発され

ている．既製コンクリート杭が使用できる鉛直荷重の範

囲が拡大し，同時に設計する水平荷重も増加の傾向にあ

る．このため，水平荷重に対して外殻鋼管付きコンクリ

ート杭(SC 杭)を用いても耐力が不足する，あるいは場所

打ちコンクリート杭を採用せざるを得ない場合がある．

そこで著者らは，既製コンクリート杭の，特に杭頭部の

耐震性を向上させることが可能な工法 1)の開発を進めて

きた.  

１．２ 開発工法技術概要 

Fig.1 に開発を行った杭工法の概要，Photo.1 に実施工

状況(建込状況)を示す．建物荷重を鉛直支持する既製コ

ンクリート杭(以下，本杭)の頭部に，本杭よりも径の大

きな鋼管（以下，外管）を，地震時水平抵抗部材として

設置する二重管式既製コンクリート杭工法(以下，二重管

杭工法)である.二重管部は地震時水平力の一部を外管に

負担させることができ，主として本杭杭頭部の耐震性能

を確保できる工法である. 本工法の本杭は既往の高支持

力杭とし，掘削方法は，プレボーリング根固め工法で行

う． 

なお，本工法は一般社団法人日本建築センターから工

法評定(BCJ評定-FD0565-01)を取得している． 

１．３ 研究目的 

本研究の最終目的は二重管杭工法の耐震性能の確認を

することにある. 本工法の性能確認のために原位置にお

いて施工性試験と水平載荷試験を実施した 2,3,4). 

施工性試験は，本工法の施工性および施工精度の確認

を目的としている．また，水平載荷試験では，水平荷重

作用時における二重管杭の挙動の確認を行う．さらに，

梁ばねモデルの解析を実施し，二重管杭の挙動と応力評

価を検討する 5)．

Fig.1 二重管式既製コンクリート杭工法の概要 

Photo.1 二重管杭の施工状況(建込み状況) 

二重管部

外管(鋼管)

パイルキャップ

本杭
(既製コンクリート杭)

外管

本杭

二重管式既製コンクリート杭工法
〔ヘッドギアパイル工法〕の開発／遠
藤・森・ 小川
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 ＊ 建築事業本部設計本部 

 ＊＊ 建築事業本部設計本部構造設計部第１グループ 

 ＊＊＊  建築事業本部設計本部構造設計部第２グループ 

 ＊＊＊＊ 建築事業本部建築技術統括部建築構造技術部

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

加
速

度
(
c
m
/
s
2
)

周期(t)

48階建

24階建

AW2 液状化あり

液状化なし

AW3 液状化あり

液状化なし

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

速
度

(
c
m
/
s
)

周期(t)

48階建

24階建

AW2 液状化あり

液状化なし

AW3 液状化あり

液状化なし

0

100

200

300

400

500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
E
(
c
m
/
s
)

周期(t)

24階建
AW2 液状化あり

液状化なし

AW3 液状化あり

液状化なし48階建

超高層マンションにおける 

高原伸一＊ 北山裕人＊＊ 近藤秀信＊＊＊ 中里太亮＊＊＊＊ 

免震構造の特徴は建物の固有周期を長周期化することにより，地震動の短周期成分を免震層でほぼ絶縁し，

やや長周期成分に対して免震層が応答することにあるが，液状化の可能性が高い地盤ではこのやや長周期と

なる 2～10 秒で地震動が増幅することが予測される．これまで 40～50 階の超高層マンションを中間層免震

構造として設計したが，今後予定される 50 階程度の建物をモデルとして，免震構造と各種制振装置との組

合せによる応答性状やエネルギー吸収比率などハイブリッド構造の有効性について研究を行った．

キーワード：免震構造，制振構造，ハイブリット構造，地盤の液状化

１．はじめに 

免震構造の特徴は，建物の固有周期を長周期化するこ

とにより，地震動の短周期成分の入力を免震層でほぼ絶

縁し，やや長周期成分の入力に対して免震層が応答する

ことにあるが，液状化の可能性が高い地盤では，地盤が

液状化しない場合に比べ，液状化した場合に Fig.1 のよ

うにやや長周期となる 2～10 秒で，地震動の擬似速度応

答スペクトルやエネルギースペクトルは小さくならない

ことが予測される． 

48 階建て高さ 170m 程度の超高層マンションにおいて，

建物固有周期が免震効果を考慮しない場合で 3.5 秒，極

めて稀な地震動レベル 2 相当の免震層変形時で 7 秒程度

と長周期化を図った場合，加速度としては 200cm/s2から

80 cm/s2と 50%以上低下となるが，応答速度や入力エネル

ギーとしては，ほぼ一定の値となる事を示しており，等

価固有周期が 2秒から 4.5秒程度の 24階建て 85mの高層

マンションの傾向とはやや異なり，免震層の過大な変形

や減衰性能の設定に十分な注意を払う必要があること示

している．ただし，免震層のダンパー性能を大きくする

ことは，大地震での安全性は高まるものの，中小地震の

場合の上部構造の床応答加速度や層間変形に対する低減

効果，構造部材の損傷に対する低減効果は少なくなる．

ここでは，地盤の液状化によりやや長周期成分にパワー

がシフトした地震動に対して，標準的なダンパー性能を

付与した 48階建て中間層免震建物とその上部構造に各種

制振装置を組合せた建物の応答性状の比較を行い，免震

構造とのハイブリッド構造の有効性について研究を行っ

た． 

(A) 加速度応答スペクトル(h=0.05)

 

 

(B) 擬似速度応答スペクトル(h=0.05)

 

 

(C) エネルギースペクトル(h=0.10)

Fig.1 入力地震動と建物等価周期の関係 

免震・制振ハイブリッド構造の研究 

加
速
度
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m
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2 ）
 

超高層マンションにおける免震・制
振ハイブリッド構造の研究／高原・
北山・近藤・中里

目次へ戻る



93

熊谷組技術研究報告　第76号／ 2017.12

 ＊ 設計本部 構造設計部 

 ＊＊ 設計本部 構造設計部 構造第一グループ 

 ＊＊＊  設計本部 構造設計部 構造第一グループ 

 ＊＊＊＊ 設計本部 構造設計部 構造第一グループ

大型物流施設の構造システム合理化の研究 

梅田正芳 ＊ 石村友乃 ＊＊ 高橋伸輔 ＊＊＊ 福井健洋 ＊＊＊＊ 

物流施設の大型化が進み 10万㎡を越える施設が多くなっています. これらの施設の設計における構造計

画では, 1500㎡毎の耐火区画, 地盤状況, 梁床のたわみを総合的に判断した合理的なスパン割付けや耐震性

能と施工工期, 仮設を考慮した構造体システム（柱鉄筋コンクリート梁鉄骨造,鉄骨造基礎梁, マットスラ

ブ等の組合せ）の選択など多岐にわたる事項の検討が必要となります. ここでは, これらの項目をシミュレ

ーションした結果から迅速に合理的な構造計画を立案している. 

キーワード：物流倉庫, 鉄骨造基礎梁, マットスラブ, 柱 RC 梁 S工法

１．はじめに 

 近年の生活様式変化による影響から, 物流における流

通量が増加している. これらの需要に対応するため, 物

流施設の新築物件が増加するとともに, 大型化が進んで

いる. 当社でも 10万㎡を超える大型物流施設の計画, 設

計を行う機会が増えている. これらの施設における建物

の特徴を以下に示す. 

(a) 建物形状は 4 階建て程度が主流であり. 保管ス

ペース（以下, 倉庫範囲）を中心とし, トラッ

クによる搬入部（以下, トラックバース）およ

びトラックが走行する部分（以下, 車路）を建

物中央または片側に設置し, 事務所, エレベー

ター, 階段等を建物側部に配置することが多

い.

(b) 倉庫範囲の柱スパンは両方向とも 10～13ｍ程度

の均等スパンとするが, 事務所等を設置するス

パンだけを一部変更することがある.

(c) 倉庫範囲床は各階基準レベルとし, 倉庫レベル

とトラックの荷台が同レベルとなる様にトラッ

クバースや車路は 1ｍ程度の段差を設ける.

(d) 倉庫範囲は 1500 ㎡(3～4 スパン)毎に耐火区画

壁で囲い, シャッター部により相互に通行がで

きる形状としている.

(e) 当該施設は内陸部の沼部, 河川近傍等や海岸部

の埋立て地域等の比較的地盤性状がよくない地

域に計画されることが多い.

これらの特徴を考慮するとともに, 発注者より規定さ

れている性能(倉庫範囲の梁床のたわみやひび割れ発生

防止等)を確保することが必要となる. 

物流施設の構造計画ではこれらの設計条件を総合的に

考慮した合理的なスパン割付や耐震性能および施工性

(施工工期, 仮設等)を考慮した構造システムの選択など

多岐にわたる事項の検討が必要となる. 

 以上から, 本報告では物流施設を計画する際に検討す

る構造形式(柱鉄筋コンクリート梁鉄骨造, 鉄骨造等)や

構造技術(鉄骨基礎梁, マットスラブ等)およびその採用

事例について示す. 

以下, 柱鉄筋コンクリート梁鉄骨造は柱 RC梁 S造, 鉄

骨造は S 造, コンクリート充填鋼管構造は CFT 造と記載

する. 

２．構造形式，構造技術

２．１ 構造形式の選定 

物流施設の構造は階数や施工性等により選定するが,

大きく分類すると, S 造・柱 RC 梁 S 造・CFT 造に分けら

れる. 

S 造は角型鋼管柱と鉄骨大梁によりフレ－ムを構成し

ている. S 造は靭性に優れ,ブレースと組合せて柱の地震

力負担を減ずることにより, 柱部材サイズの低減を図る

ことが可能である. 鉄骨大梁端部の施工は現場溶接形式

とブラケット形式があるが, 主要構造部を工場で製作し, 

施工工期を短くできるブラケット形式が主流である. 

柱 RC梁 S造は当社で開発した「熊谷式柱 RC 造梁 S造」

(ERI-K11002)を基本とした柱 RC造, 大梁 S造であり, ふ

さぎプレートによる仕口部により応力伝達を行う形式で

ある. 柱を RC 造とすることで軸力だけでなく, S 造より

も RC柱の剛性が高く, 地震力を負担することによりブレ

ースの数を減少させることが可能である. ただし, S造に

比較して柱断面が 1000×1000mm程度となること, 敷地条

件や建物規模によりプレキャスト(以下, PCa)柱の揚重が

不可能な場合はあと施工とする部分を設ける必要が生じ, 

施工工期が長くなるというデメリットがある. 

CFT造は CFT柱, 鉄骨造大梁による構造であり, S造と

比較して階数が多く, 柱の軸力負担が大きい場合に採用

する. 鋼管柱とコンクリートの相互効果により鉄骨数量

を減少させることが可能であるが, 鋼管柱内にコンクリ

ートを充填する作業が追加となるため, S造よりも施工工

期が長くなるというデメリットがある. 

大型物流施設の構造システム合理化
の研究／梅田・石村・高橋・福井
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 ＊ 設計本部 耐震設計部 

 ＊＊設計本部 耐震設計部 耐震設計グループ 
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大振幅地震動対策用免震オイルダンパーの開発 

荻野伸行＊ 北川麻記＊＊ 

近年，長周期地震動や内陸直下型地震などの大振幅地震動における免震構造に関する様々な研究・開発が

なされている．今回開発する改良型オイルダンパーは，設計領域では，従来の免震効果を確保し，大振幅地

震動の領域で変位を抑制することにより，擁壁（躯体）衝突の回避を狙ったもので，新築の免震建築物のみ

ならず，既存の免震建築物の性能向上にも適用できるものと考えられる．本報告では，改良型オイルダンパ

ーの時刻歴応答解析による検討結果および試作機による実験結果について報告する．

キーワード：オイルダンパー，長周期地震動，直下型地震，変位制御，ロック機構

１．はじめに 

近年，長周期地震動や内陸直下型地震における免震構

造に関する様々な検討がなされている．長周期地震動に

ついては，2015年 12月に内閣府により南海トラフ巨大地

震の長周期地震動による揺れの推計が公表されたことを

受けて，国土交通省では，2016 年 6 月に超高層建築物や

免震建築物に関する長周期地震動への対策案が提示され

た 1)．一方，大阪府の上町断層に代表される内陸直下型地

震についても，大震研の成果等 2)をもとに既に実施設計で

活用されている．これらの地震波は，いずれも従来の告

示波を遥かに上回る地震動であることから，その対策と

して現在，擁壁衝突・衝撃緩衝装置，フェイルセーフ，

応答変位抑制などの対策案が考えられている 3)．一般的に

は，免震層の変位増大に対しては，変位を抑制するため

にダンパーを増量することが考えられるが，その場合，

中小地震や告示波レベルの免震効果を減少させる可能性

が大きい．今回開発する改良型オイルダンパーは，従来

のオイルダンパーを大幅に改造することなく，設計領域

では，従来の免震効果を確保し，大振幅地震動の領域で

変位を抑制することにより，擁壁（躯体）衝突の回避を

狙ったもので，新築の免震建築物のみならず，既存の免

震建築物の性能向上にも適用できるものと考えられる．

本報告では，装置概要と基本性能について時刻歴応答

解析により検討した効果と試作機による実験結果につい

て報告する．

２．装置概要

改良型オイルダンパーは以下の 2 仕様，3 タイプとし，

これらが検証できるように解析ソフトを改良した． 

(1)仕様 1（OD1，OD2）

通常のオイルダンパーは，速度依存型でリニア・バイ

リニア型の 2タイプがある．

仕様 1は，Fig.1 に示すように速度切り替えを多段にす

ることで，設計領域では減衰が低く，大振幅（高速）領

域で高減衰になるようにバルブ設計のみで減衰力特性を

可変としている．OD1 は，設計速度領域がリニア特性，OD2

はバイリニア特性とした．また，仕様 1(OD1)については，

Fig.2 に示すように既存のカヤバシステムマシナリー製

の免震建物用オイルダンパーBDS シリーズの BDS120 の改

造範囲内の上下限値である特性 A，Bが選択できるものと

した．特性 A は，クリアランスが小さい場合の既存の免

震構造を，特性 B はクリアランスが大きく設定できる新

築の免震構造を想定している． 

Fig.1 改良型オイルダンパー（仕様 1）の減衰力計画線図 

Fig.2 改良型オイルダンパー（OD1）の減衰力計画線図 
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大振幅地震動対策用免震オイルダン
パーの開発／荻野・北川
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 ＊技術研究所 環境工学研究室 

VR を活用した風環境可視化システムの開発 

加藤優輝 ＊ 

VR（Virtual reality）は近年急速に開発が進められている分野であり，風環境シミュレーションと組合

せることで効果的な風環境の可視化が期待できる．具体的には，計画建物や既存建物周辺の風環境について

適切なビル風対策の立案，臨場感のあるプレゼンテーションの実施が可能となり，設計者や顧客との合意形

成に利用して設計品質や住環境性能の向上に役立てることができる．本稿では，VRと風環境シミュレーショ

ンを組み合わせた風環境可視化システムについて報告する．

キーワード：風環境，ビル風，可視化，Virtual reality

１．はじめに 

高層・超高層建物を設計する際，建物が建設されるこ

とによって変化する風環境，いわゆるビル風による影響

を評価・判断して適切な対策を行う必要があり，ビル風

による影響は風洞実験や数値流体解析と対象地域の実測

結果に基づいて評価される．ビル風を発生させる代表的

な現象として，剥離流，吹きおろし，谷間風，ピロティ

―風，逆流などの 3 次元的な流れを含む現象が挙げられ

る． 

ビル風による風環境への影響を把握し適切に評価する

ために風洞実験や数値流体解析も 3 次元空間を対象に計

測，計算が行われている．しかしながら，結果の可視化

方法は Fig.1 に示すようなある高さで切り出した 2 次元

平面の形で表現されることが多い．Fig.1から各位置に作

用する基準風速からの風速比と風向を知ることができる

が，二次元的な表示であるため吹きおろしなどの 3 次元

的な流れがビル風の原因として支配的であった場合にそ

の詳細を正確に把握することができない可能性がある．

例えば，対象とする建物や周辺環境が単純な形状である

場合，ビル風の原因は比較的把握しやすくビル風対策を

検討する際に問題となりにくいが，それらが複雑な場合，

それに伴って流れ場も複雑となり適切なビル風対策を行

えない可能性がある．また，風環境評価は建設前・建設

後・対策後でそれぞれ評価を行うが，対策後については

要求される性能を満たすまで対策の試行錯誤を繰り返し，

都度結果を確認する．つまり，建物周辺の流れ場を正確

に把握できないことは，適切なビル風対策が行えないだ

けでなく時間・費用の増大へつながる． 

これらを解決する手法として VR（Virtual Reality）活

用を応用した風環境可視化システムを提案する．VR は仮

想現実とも呼ばれ近年急速に研究開発・実用化の進んで

いる技術の一つであり，産業・医療などの分野でも盛ん

に開発・実用化が進んでいる．VR は 3 次元空間を対象と

しており，流体解析結果の可視化方法に VR技術を適用し

た場合，従来の 2 次元的な可視化方法に比べて結果を直

感的に理解しやすい風環境の可視化が期待できる．例え

ば，現象を空間的に把握できるためビル風の原因となる

現象を直感的に把握できる，VR 空間内を自由に歩き回る

ことができ任意の場所・向きの現象を確認できる，など

が挙げられる．これにより，効率的で適切なビル風対策

の立案，臨場感のあるプレゼンテーションの実施が可能

となり，設計者や顧客との合意形成に利用して設計品質

や住環境性能の向上に役立てることができる． 

以上のことから，本稿では流体解析と VR を組み合わせ

た風環境可視化システムの概要について説明するととも

に，一例として熊谷組本社周辺の市街地を対象にした VR

技術による風環境の可視化について述べる． 

Fig.1 流体解析結果一例 

VR を活用した風環境可視化システ
ムの開発／加藤
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 ＊ 土木事業本部 土木設計部 地質グループ 

 ＊＊ 土木事業本部 トンネル技術部 

連続発破弾性波トモグラフィ法を用いた 

トンネル切羽前方探査の開発と現場適用

片山政弘 ＊ 石濱茂崇 ＊ 濵田好弘 ＊ 青木宏一 ＊＊ 

 筆者らは，トンネル掘削時の発破振動を利用した弾性波探査手法として「連続発破弾性波トモグラフィ法」

を開発した．本手法は，トンネル掘削時の発破振動を利用して，坑内と地表までの弾性波を数多く取得し，

トモグラフィ解析を連続的に実施することで，トンネル切羽前方地山の予測精度を向上させるものである． 

本報告では，探査条件の異なる複数の現場にて，開発した探査法を適用しており，それぞれの現場におい

て，事前予測と施工結果との比較を行いながら，その探査法の有用性について述べる． 

キーワード：トンネル，弾性波探査，発破振動，トモグラフィ解析

１．はじめに 

 山岳トンネルにおける事前地質調査では，地山状態を

把握することを目的として，地表面から起振した入力波

を利用する弾性波探査（屈折法）が一般的に行われてい

る．しかし，地質踏査などの結果とあわせて評価しても

「調査設計と施工が一致しないこと」が多くみられる．

また，地表面のみを起受振点とする弾性波探査のみでは，

特に土被りが大きいトンネルにおいて起振波が届かず，

トンネル深部の地質構造を正確に把握することは困難で

あるともいわれている． 

このような課題を改善するため，弾性波を利用したト

ンネル前方地山探査として TSP 探査法や HSP 探査法とい

った方法が用いられてきた．しかしながら，これらの方

法はトンネル坑内で探査のための起振（発破）ならびに

探査設備の設置・撤去が必要なため，トンネル掘削を一

時的に中断しての調査となり，中断することなく調査が

行える探査手法の開発が求められている． 

 今回開発した手法は，掘削に用いる発破を利用するこ

とから，工程への影響がない探査方法であり，比較的簡

便に切羽前方予測の精度向上が図れることが期待できる． 

 一方，トンネル坑内での発破を起振点，地表面を受振

点とした弾性波探査を実施するには，起受振点間の時間

同期を図る必要があるため，起受振点間を有線接続する

必要があった．山岳地での設置作業は，煩雑かつ難渋性

を伴うこと，また設置場所の制約を受けることもあり，

積極的な実施には繋がらなかった． 

 しかし，GPSクロックなどを利用することで有線接続す

ることなく，起振・受振の時刻を同期する技術が確立さ

れたことから，トンネル坑内と地表面間の弾性波探査を

行うことが，以前に比べ容易になってきた 1）． 

 また，弾性波探査の解析手法として，従来のはぎとり

法による解析に加え，コンピュータを利用したトモグラ

フィ的解析法が多く用いられてきている 2）．

本報告では，トンネル掘削時の発破振動を利用した弾

性波探査手法として新たに開発した「連続発破弾性波ト

モグラフィ法」の概要について述べる．また，探査条件

の異なる複数の現場にて適用を行い，それぞれの現場に

おいて解析結果と掘削時の地山状況を比較し，予測精度

の検証を行った． 

２．探査システム概要 

２．１ 探査手法 

 本探査法では，Fig.1に示すように，地表面の受振点を

固定し，掘削の進行に伴い発生する発破振動弾性波を地

表面に据え置きしたデータロガーに常時計測・蓄積して

いく．数多くの波形データを取得し，トモグラフィ解析

を連続的に実施することで，探査精度の向上を図る． 

探査手法の手順を Fig.2および下記に示す． 

① 地表部に受振点側計器を常設する．なお，GPS 時刻同

期は自動的に行う．

② 坑外にて GPS時刻同期を行った起振点側計器を坑内に

搬入し，発破時に発破信号検知センサを取り付け，発

破時刻を取得する．なお，計器は発破後に坑外に搬出

し，再び GPS時刻同期を行う．

③ 受振点側計器の発破振動の波形データを取り出し，起

受振点間の走時データを取得する．

④ 調査段階で実施される地表面を起受振とした弾性波

探査よりトモグラフィ解析を行った結果に，③で取得

した追加走時データを加えて，再度トモグラフィ解析

を実施し，地山の弾性波速度分布図を得る．

掘削の進行に伴い②～④の作業を繰り返し行い，切羽

連続発破弾性波トモグラフィ法を用
いたトンネル切羽前方探査の開発と
現場適用／片山・石濱・濵田・青木

目次へ戻る



121

熊谷組技術研究報告　第76号／ 2017.12

自然由来のヒ素を含む大量湧水の減水対策 

－北薩横断道路 北薩トンネル（出水工区）－ 

辰巳 勇司＊ 鈴木 雅文＊ 手塚 仁＊＊ 古田島 信義＊＊＊ 片山 政弘＊＊＊＊ 中出 剛＊＊＊＊＊

 北薩トンネル工事出水工区では，掘削中に最大 1,200t/hの大量湧水に見舞われ，トンネル貫通後も恒常的に約 600t/h

の湧水が発生した．この湧水は高濃度のヒ素を含有していることが確認され，恒久的な対策工として，ヒ素を含む大量

湧水を抑制することが求められた．このため本工事では湧水抑制対策として，湧水箇所の地山をトンネル坑内から改良

して，トンネル外周部に難透水ゾーンを形成し，坑内湧水量を抑制する減水対策工を実施した．本稿では，これまでに

施工事例のない重金属含有水低減を目的としたトンネル掘削後に実施する減水対策工の概要，施工方法とその効果につ

いて報告する． 

キーワード：山岳トンネル，ヒ素，減水対策，ダムグラウチング，極超微粒子セメント 

１．はじめに 

 北薩横断道路は，鹿児島県北西部と鹿児島空港を結ぶ地域高

規格道路であり，北薩トンネルはその経路上にある紫尾山を最

高峰とする出水山地を貫く，延長4,850mの長大トンネルである

(Fig.1)．このトンネル工事のうち，出水工区（工区延長2,610m）

では，掘削中に最大1,200t/hの大量湧水に見舞われ，トンネル

貫通後も恒常的に約600t/hの湧水が発生した．この湧水は，坑

口から1,500～2,200mの区間では0.1～0.3mg/Lの高濃度のヒ素

を含有していることが確認され，施工中は通常のトンネル工事

用の濁水処理設備に塩化第二鉄を用いたヒ素処理設備を追加設

置することにより対応にあたった．ヒ素処理においては，公共

用水域における水質汚濁に係わる環境基準（環境対策基本法第

16 条）に基づき，排出先河川でのヒ素濃度が 0.01mg/L 以下と

なることを目標としており，恒久的な対策工として，ヒ素を含

む大量湧水を抑制することが求められた． 

このため本工事では，湧水抑制対策として，湧水箇所の地山

をトンネル坑内から改良して，トンネル外周部に難透水ゾーン

を形成し，坑内湧水量を抑制する減水対策工を実施した．本稿

では，実施した減水対策工の概要とその効果について報告する．  

２．工事概要 

２．１ 地形・地質概要 

 北薩トンネルは，紫尾山（標高1,067m）を最高とする標高500m

〜600m程度の山地が連なる出水山地に位置し，最大土被りは約

370mとなる．北薩トンネル周辺の地質は，白亜紀の四万十層群

と新第三紀中新世に貫入した紫尾山花崗岩からなる．本工事箇

所の地質縦断図をFig.2に示す．出水側坑口から約1,700mまで

の区間は四万十層群の砂岩，頁岩，またはこれらの互層，坑奥

側は四万十層群より年代の新しい花崗岩で構成されており，紫

尾山花崗岩周囲の四万十層群は熱変成を受けホルンフェルス化

している．このうち，坑口から1,500m～2,200mの区間は高濃度

ヒ素湧水区間であり，なかでも坑口から1,800～1,900mの100m

区間は，花崗岩と四万十層群の貫入境界で亀裂の発達した区間

となる． 

２．２ 湧水の状況 

掘削施工中には Photo.1のような大量湧水(300t/h)が発生し

た．トンネル掘進後も湧水量は減少せず，トンネル壁面（Photo.2）

や底面から恒常的な湧水が生じ，掘削中に最大で1,200t/hの湧

水量となった．多量の湧水に対して既往の注入方法では注入材

が流されてしまい効果的に止水することができない．そこで湧

水対策として，海外で施工実績があり湧水と反応して発泡固結

する性質のウレタン系薬液（Minova社 Carbo Pur（カーボプル）

WF）を使用して，大きな水みちを閉塞した．この注入材による

止水対策工は単一の湧水孔に対して止水効果が非常に高く，目

北薩トンネル 

L=4,850 m 

Fig.1 北薩トンネル位置図 

＊ 九州支店北薩トンネル作業所 
＊＊ 土木事業本部トンネル技術部

＊＊＊ 土木事業本部ダム技術部

＊＊＊＊  土木事業本部土木設計部地質グループ

＊＊＊＊＊ 土木事業本部土木設計部土工・開削グループ

自然由来のヒ素を含む大量湧水の減
水対策／辰巳・鈴木・手塚・古田島・
片山・中出
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発電所導水路トンネルの通水能力改善 

－イビデン広瀬水力発電所 第 3隧道改修－ 

大本晋士郎＊ 森 康雄 ＊ 小澤 里佳 ＊＊ 

イビデン広瀬水力発電所は 1925年に共用開始し，約 8000kWの出力を有する歴史ある発電所である．現在

約 100 年経過しており，隧道内のインバートの洗掘により通水能力が低下していると考えられた．そこで，

隧道（導水路トンネル）の通水能力改善のため，現況通水能力の確認，対策工の計画実施，改善効果の確認

を行った．通水能力改善の対策として，インバートを小型自由断面掘削機を用いて 20cm 下げる工事を行っ

た．その結果，隧道はほぼ満管から 8 割水深で流れる通水能力を確保し，安全な隧道とすることが出来た．

歴史ある隧道の通水能力改善に関して，事前評価～改善計画と実施～事後評価を行った，貴重な事例である

のでここに紹介する． 

キーワード：トンネル，通水能，インバート，不等流計算，自由断面掘削機

１．目的

イビデン広瀬水力発電所は 1925 年に共用開始し，約

8000kWの出力を有する歴史ある発電所である．現在約 100

年が経過しており，隧道内の劣化が見られた． 

発電所の隧道で劣化が進むと以下の２点が問題となる． 

①隧道の構造的安定性

②通水能力の低下

 隧道の補修･改修では①を主目的にする場合が多いが，

今回はインバートの洗堀が見られ，通水能力の低下も問

題となっていた．  

詳しくは後ほど示すが，通水能力の低下が隧道内に満

管状態を引き起こし，通常，自由水面を有した状態で流

れなければならない隧道で，内圧が掛かっている状態に

なり，隧道の構造的安定性に影響を及ぼす可能性のある

状況となっていた． 

Photo.1 広瀬水力発電所 

 そこで，隧道の通水能力改善のため，現況通水能力の

確認，対策工の計画実施，改善効果の確認を行ったので，

ここに報告する． 

発電通水時(第３隧道出口） 

Photo.1に広瀬水力発電所の鉄管路～発電機建屋の全景

を示す．また Photo.2に隧道の通水状態と点検（抜水）

状態を示す． 

 ＊  土木事業本部 インフラ再生事業部 

 ＊＊ 名古屋支店 土木部 

点検（抜水）時 

Photo.2 隧道出口の状況 

発電所導水路トンネルの通水能力改
善／大本・森・小澤
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 ＊    関西支店 滋賀成人病センター建築 JV作業所 

 ＊＊   関西支店 建築事業部 建築部 技術グループ 

大型病院改築工事における大規模地下工事と PCa・PC 工事の報告 
-滋賀県立成人病センター第二期改築工事- 

 

 

手鹿則康＊ 山田宗治＊ 瀧本賢治＊ 長谷川信幸＊ 安井雄治＊ 岡八緒那＊＊ 

   
本工事は，滋賀県の地域医療の中核を担う滋賀県立成人病センターにおいて平成 15 年に建設された既存

棟に接続する増設棟を建設するものである． 

本工事では，24時間稼働する病院の居ながら工事であり，躯体のフル PCa化の PC造を始めとして，既存

山留め壁アースアンカーの撤去，リチャージウェル工法，直接基礎のマスコン対応，基礎免震工法などの様々

な取り組みを実施した．また，既存棟においては，「鉛ダンパー」を取り外して「減衰コマ」を増設すると

いう，免震部材の入れ換えも行った． 

本稿では，大型病院改築工事における，上記の各々の取り組み事例について報告を行う． 

 

キーワード：大規模病院，改築，居ながら工事，PCaPC 工法，基礎免震，マスコン 

 
 

１．はじめに 

 

滋賀県立成人病センターは，平成 15年に第一期改築工

事「新館」が竣工した．その後続けて増設工事を行う予

定だったが計画は中断し，改めて今回の「滋賀立成人病

センター第二期改築工事」として「新館」の西側に「新

新館」として改築工事を行うことになった．今回の改築

工事では，高度専門医療の提供と全県型医療の展開に向

けた病院機能の強化を目的として無菌病棟（骨髄移植治

療）や外来化学療法センターの設置などセンター機能の

拡充を行うものである．  

当工事は，既存病院の居ながらの改築工事として，地

下既存躯体の連続壁を撤去しながら地下躯体を接続して

おり，特徴として基礎免震構造，直接基礎のマットスラ

ブのマスコン対応，地下１階から上部はプレキャストプ

レストレス構造の採用など上げられる．当報告書でこれ

らの特徴的な工法に関する取組について報告をする. 

 

 

Photo.1 北側からの全景 

２．工事概要 

 

工事名称：滋賀県立成人病センター第二期改築工事 

発注者：滋賀県病院事業庁 

設計監理：株式会社 内藤建築事務所 

受注形態：特定建設工事共同企業体 

(熊谷組・西村建設・笹川組) 

工事場所：滋賀県守山市守山五丁目４－３０ 

敷地面積：69,010.7 ㎡ 

建築面積：2,960.1㎡ 

延べ床面積：20,367.6㎡ 

主体構造：鉄筋コンクリート造（PCaPC造） 

規模：地上 9階地下 1階  

建築高さ：41.2ｍ 軒高：40.2ｍ 

基礎深さ：10.9ｍ 

建物用途：病院（病床数：256床） 

実施工期：平成 26年 8月 18 日～平成 29年 3月 24日 

     (32 ケ月) 

 

 
Photo.2 (上)エントランス内部 (下)病室内部 

大型病院改築工事における大規模地
下工事とPCa・PC 工事の報告／手鹿・
山田・瀧本・長谷川・安井・岡
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 ＊ 首都圏支店 柏の葉キャンパス 148 街区作業所 

高層マンション工事におけるQCDSE管理向上の取り組み 

-柏の葉キャンパス 148 街区住宅計画-

広池 茂文＊ 伊藤 潔＊ 山﨑 岳＊ 澤 祐志＊ 小霜 英夫＊ 吉野 めぐみ＊ 

本建物は高さ 128.78m，地上 36 階建て超高層鉄筋コンクリート造建物で，中間階（1 階と 2 階の間）に

免震ピットを設けた総戸数 347 戸のタワーマンションである．近年，超高層建物において PCa 工事の標準

化が進む中，繰り返し作業による効率化が図れるサイクル工程の短縮，屋上階の施工難易が高い躯体にお

いての PCa 工法や無足場工法，工事用エレベーターを１基で運営する施工計画の合理化を目指す施工実験

等を行い，さらなる QCDSE 管理向上にむけて新たな取り組みを行った． 

本報告では計画段階から施工までの取り組みについて詳述する． 

キーワード：超高層・PCa 工法，高強度コンクリート，無足場工法，中間免震装置

１．はじめに 

本物件は，つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅前に

広がる先行街区（2 番街）と合わさり 1 つの街になるように

ランドスケープがデザインされている．

平成 30 年 1 月竣工の同規模の賃貸棟（491 戸）が完成す

るとツインタワーとなり，本建物（分譲棟）とは別に保育

所棟，薬局棟，駐車場棟も配置された大規模な物件となっ

ている． 

工事の特徴としては，杭工事として熊谷組開発工法の場

所打ち杭（HR パイル工法 1)）を採用している．中間免震の

採用により，免震装置の上下にも基礎が配置されており，

コンクリート工事として，免震装置を支えるベースに高流

動コンクリートを使用している． 

基準階となる 2 階からは PCa 工法を採用した施工計画と

なっている．建物の中心を囲む４本の柱には，耐火を目的

としてポリプロピレン繊維（PP 繊維）を混入した Fc80･

70N/mm2の超高強度コンクリートを使用している．  

近年，設計基準強度 Fc80N/mm2以上の超高強度コンクリー

トを使用した建築物が増加しており，その主たるものは，

超高層鉄筋コンクリート造のマンションである． 

コンクリート工事の合理化・省力化を図る上で，PCa 部

材の活用は欠かせないものとなってきおり，連層足場等の

仮設計画との組み合わせで，施工速度と生産性を上げるこ

とによる標準化が進んでいる．しかし，建物形状や規模が

異なるマンションの場合，施工サイクル日数や，生産面積

の比較だけでは，適切に QCDSE を評価することは難しい． 

本稿では，更なる QCDSE 向上へ向けての取り組みについ

て述べる． 

２．工事概要

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

■工事名称：柏の葉キャンパス 148 街区住宅計画

■建物名称：ﾊﾟｰｸｼﾃｨ柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ･ｻﾞ･ｹﾞｰﾄﾀﾜｰ□□ 

■所 在 地：千葉県柏市若柴 178 番地 4□□□□ 

■発 注 者：三井不動産レジデンシャル株式会社□

■設 計 者：株式会社熊谷組一級建築士事務所□□ 

■施 工 者：株式会社熊谷組首都圏支店□□□□□

■工 期：平成 26 年 10 月 6 日～平成 29 年 2 月 23 日 

■用  途：分譲マンション（347 戸） □□□□ 

■敷地面積：14,750 ㎡□□□□□□□□□□□□ 

■建築面積：5,677.99 ㎡□□□□□□□□□□□

■延床面積：75,113.94 ㎡

■構造規模：RC 造地上 36 階･搭屋 2 階･中間免震

駐車場棟 S 造 4 階＋屋上□□□□ 

□□□□□ 保育所棟 RC 造 2 階・薬局棟 RC 造 1 階

■免震装置：天然ゴム系積層ゴム支承（8 基）

鉛プラグ入り積層ゴム支承（12 基） 

弾性すべり支承（10 基） 

■最高高さ：128.78 ｍ□□□□□□□□□□□□ 

■軒   高：121.7 ｍ□□□□□□□□□□□□□ 

■掘削深さ：5.3 ｍ（エレベーターピット部）□

Photo.1 柏の葉キャンパス 148 街区 全景 

賃貸棟 分譲棟 

高層マンション工事におけるQCDSE
管理向上の取り組み／広池・伊藤・
山﨑・澤・小霜・吉野
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