
熊谷組技術研究報告 第 7９号 目次 

巻頭言・挨拶 
これからの中大規模木造建築 

稲山正弘（東京大学大学院 農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授） 

技術研究報告の発刊にあたり 

永田尚人（執行役員 技術本部長） 

論⽂ 
1. 電子受容体を利用した油含有土壌の省力低コスト嫌気処理法の開発

河村大樹，中村孝道

2. 座屈拘束ブレース付き RC 骨組の力学挙動に対して梁主筋の付着の除去が与える影響

服部翼，前川利雄，坂田弘安

3. 中大規模木造集合住宅の試設計とドリフトピン接合部のせん断要素試験

南遼太，立花和樹，中島裕貴，長島泰介

4. 各種使用率で高炉スラグ微粉末を混和材として用いたコンクリートの室内実験

野中英

5. S 造建物の重量床衝撃音レベル予測計算法に関する研究 -駆動点インピーダンスに関する検討-

黒木拓，大脇雅直

研究報告 
6. 三次元レーザスキャナの性能試験と機器別特性の検証

古川敦，竹下嘉人，天下井哲生，畑山駿

7. 熊谷組 鉄骨大梁の横座屈補剛工法の構造評価取得と実施案件への採用

中里太亮，野田亜久里，鈴木真理恵，青木浩幸

8. 溶接ロボットを活用した現場溶接の実用化に向けた開発

近藤祐輔，渡辺英彦，増子寛，田中輝雄

9. 先端スクリューを用いた静的締固め砂杭工法（STEP-IT 工法）の開発研究

森利弘，菊川智巳，米丸弘一

10. 部材ひずみに立脚した建築構造部材の地震エネルギー吸収量評価の試み

野田亜久里，尾﨑亮斗，服部翼，南遼太

11. KMLA センサーの開発

佐々木裕一，槇駿介，張海華，大越靖広

12. 木造の接合部のせん断性能に関する研究 ―CLT の小口断面に鋼板添え板ビス接合した接合部―

三宅朗彦，松岡直人，野田亜久里，中里太亮



施工報告 
13. 高速道路大規模更新工事におけるトンネル，土構造物での取り組み －中央自動車道辰野 TN～伊北 IC

間改良工事－

神田裕史，垣見広，小澤洋，今井裕之，藤田昌宏，森康雄

14. 「コッター床版工法」による橋梁床版取替工事 －NEXCO 東日本 高速道路リニューアルプロジェクト

－

鬟谷亮太，町屋孝浩，高瀬忍，尾花英俊，川辰克世

15. 水力発電所施設改修および震災被害復旧 －白川発電所 建屋補修・水車発電機基礎工事－

寺井昌栄，土屋任史，中須賀大樹，松田敏

16. 都市部開削掘削工事における隣接工事を考慮した施工方法の工夫・取組みについて ―鴨居上飯田線

（本宿・二俣川地区）街路整備工事（その１２）―

赤石圭治，細川清，小澤洋，杉村修，山口哲司

17. 立体トラス鉄骨屋根を用いた大空間を有する体育館の施工報告 －野村公園体育館建設他工事－

山田宗治，手鹿則康，芝田克彦，長谷川信幸，安井雄治，水口瑛絵

18. 【特集掲載】 大規模木造建築の基礎免震とハイブリッド工法施工報告 ―長門市本庁舎建築工事―

登倉勉，田中正雄，吾郷都至男，野田賢一郎，石井大河



1

熊谷組技術研究報告　第79号／2020.12
●●●●●●●●●●●巻頭言 熊谷組技術研究報告　第79号　2020

稲山　正弘（イナヤマ　マサヒロ）
東京大学大学院　農学生命科学研究科　生物材料科学専攻　教授

プロフィール
1982年	 東京大学工学部建築学科卒業
1982〜1986年	 ミサワホーム勤務
1990年	 稲山建築設計事務所（現・ホルツストラ）設立
1992年	 東京大学大学院博士課程修了　博士（工学）
2001〜2002年	 ものつくり大学建設技能工芸学科助教授
2005〜2012年	 東京大学大学院農学生命科学研究科准教授
2012年〜	 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

専　門：木質構造の研究・開発および構造設計
受賞歴：2002年　日本建築学会賞（技術）

松井源吾賞
　　　　2006年　杉山英男賞
　　　　2009年　JSCA賞
　　　　2013年　日本建築士連合会優秀賞
　　　　2014年　日本建築仕上学会賞（作品賞・建築部門）
　　　　2016年　BCS賞
　　　　2019年　日本建築学会賞（教育）

● はじめに
　法隆寺や五重塔などに代表されるように，日本は古くから中大規模木造建築の先進国として
技術と文化を継承してきました．しかし，1959年に発生した伊勢湾台風が契機となり，戦後の
中大規模木造を取り巻く環境は大きく変化していきました．伊勢湾台風は，名古屋市を中心に
約15万棟の住宅が全壊，または半壊するという甚大な被害をもたらしました．その建築被害の
多くが木造だったこともあり，日本建築学会は「木造禁止」を含む建築防災に関する決議を出
しました．それ以来，大学の建築学科で木造の材料や構造に関する研究・教育がほとんど行わ
れなくなり，また実務においても住宅以外の木造建築はほとんど建てられなかったことで，中
大規模木造に光が当てられることは非常に少なくなってしまいました．
　長年，木造建築にとっては「空白期」ともいえる状況が続いたなか，1987年の建築基準法の
改正以降，欧米の技術導入や国内の地道な研究もあり，徐々に木造に関する規制緩和が行われ
ました．1990年代頃から大断面の集成材による体育館やドームなどの大空間系の木造建築が誕
生するようになり，中大規模木造が再興する兆しが現れました．さらに日本国内の森林資源の
保全や利活用を背景に，2010年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が
施行され，低層系の公共建築物は原則として木造化を検討することが義務付けられました．現
在では，公共建築物はもとより民間物件でも木造が採用されるケースが増えてきています．こ
こ数年で木造建築をめぐる動きは活発化し，現在追い風が吹いている状況であるともいえま
す．昨今中大規模の木造建築が強く期待されていますが，今はその普及のための重要な局面に
差し掛かっていると考えます．今後，中大規模木造が定着するか否かは，これから確かな技術

これからの中大規模木造建築

目次へ戻る



2

をもって魅力的・合理的な木造建築を数多く建築させていくこと，またその中から中大規模木
造の標準的な構法を整理し，体系化されることが大切です．さらに，中大規模木造の技術を継
承・発展させていくことができる担い手を育成していくことが求められると考えます．

● 中大規模木造建築の展望
　日本の建築基準法の法体系や，これまでの木造に関する情勢を鑑みるに，これからの中大規
模木造建築は，大きく二極化すると考えています．ひとつは「都市型の中高層の耐火木造」
で，もうひとつは「郊外型の低層系の非耐火木造」です．木造建築は，木材が炭素を固定する
ことで大気中のCO2量を抑制する点や，木材が循環型資源である点など，木造ならではの環境
面での利点はあるものの，最終的に施主や利用者からは「安くて良いもの」が選ばれるものだ
と考えます．そういう観点では，どちらの極においても「費用対効果」の高い建築物を数多く
生み出していくことが重要です．そしてさらなる普及のためには，その中から構法や設計法が
標準化されていき，中大規模木造を多くの技術者にとって扱いやすいものにしていく必要があ
ります．

〇都市型の中高層耐火木造
　中高層の耐火木造建築は，ゼネコン各社が中心となって技術開発が進んでおり， 2時間耐火
で建設可能な14階建て以下の事務所ビルなどの市場を中心に浸透していくと考えています．技
術開発の方向性としては，「純木造での高層化」と，「鉄骨造と木造のハイブリッド構造」に向
かうと考えています．
　「純木造の高層化」については，まず防耐火の規定をクリアすることが大きな課題となりま
す．日本の建築基準法において，一定規模以上の建築物の鉛直荷重を負担する構造は耐火構造
とする必要がありますが，耐火構造は，火災を受けても消火活動に頼らず自然に鎮火するまで
倒壊および延焼をしないということが原則にあります．木材は何もしないと引火，燃焼してし
まう材料なので，燃えない工夫をする必要があります．近年，ゼネコンやハウスメーカーを中
心に，多くの費用と期間をかけて耐火試験と耐火部材の大臣認定の取得が進められています．
耐火技術に関していえば中高層の木造建築は十分実現可能であり，ここ数年頻繁に建設されて
きました．一方で，耐火被覆層を有する木造の耐火部材は，鉄骨造や鉄筋コンクリート造より
も部材コストが高くなってしまうのが現状です．純木造の中高層化については，鉄骨造や鉄筋
コンクリート造に対しても競争可能なコストまで下がるよう，さらなる研究開発と技術の普及
が求められている段階にあると思います．
　他方，鉛直荷重を負担する柱梁は鉄骨造でつくり，水平力を負担する耐震壁だけをCLTや集
成材による木造とした「ハイブリッド構造」は，現状の日本の法体系でも費用対効果で競争で
きる可能性を有していると思います．柱梁の鉄骨は，鉛直荷重を負担するので通常の耐火被覆
を施さなければいけませんが，木造の耐震壁は，水平力だけを負担し鉛直荷重を負担しないの
で，耐火被覆の必要がありません．木造の耐震壁に耐火被覆を施さないことで室内空間に構造
体の木を現しで見せることができ，付加価値につながると考えています．また，水平力の半分
程度を木造耐震壁が負担できれば鉄骨造の柱梁は断面が減らせてコストダウンとなり，木造耐
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震壁が加わっても全体では純鉄骨造と比べて少しコストアップになる程度でできると想定でき
ます．室内空間に構造体の木が露出するという付加価値によって賃料を少し高く設定してもテ
ナントが入ると考えるならば，鉄骨造と木造のハイブリッド構造は費用対効果において成立し
やすいと思われます．鉄骨造と木造のハイブリッド構造については，木造耐震壁の木を現しに
したデザイン性や構造性能を高めたうえで，材料，加工，施工にかかる費用を抑えた製品とい
うのが普及の鍵になると考えています．

〇郊外型の低層系非耐火木造
　先述したように，現在の法体系では，防耐火の法規制がかかると木造は他構造に比べてコス
トの面で分が悪くなってしまっています．そこで都市周辺部や郊外地域では，防耐火規制がか
からない1000m2以下かつ 3階建て以下の中規模木造を中心に浸透していくと思います．低層系
の中規模木造は，「公共建築物等の木材の利用の促進に関する法律」を契機に広まった，各地
域のこども園・老人介護施設などの低層系の公共建築の増加・普及の流れが，事務所や店舗な
どの民間物件へと波及していくものと思われます．民間物件の場合，公共建築以上に，木造を
採用する際の経済性と付加価値，つまり費用対効果を問われることになります．木造でつくる
ことの強みを考えると，室内空間に木を現しで用いて付加価値を高めることが重要です．さら
に，経済性について考えると，戸建て住宅で一般的に使われる在来軸組工法やツーバイフォー
工法の延長による中規模の非住宅木造が増えると思います．戸建て住宅は木造が一番安いと言
われますが，それは一般流通材をプレカットして使う在来木造のシステムが確立しているから
です．安くて数多く出回っている住宅用の一般流通材や低価格の接合部材を使って設計するこ
とで，中規模木造を安価に作ることができると考えています．

● 担い手の育成
　中大規模木造建築の普及のためには，これまでに述べたような「費用対効果」の高い木造建
築が多く建てられ，それらを整理し，魅力的・合理的な構法を標準化して設計・建設しやすく
なるまで落とし込むというプロセスが必要です．また，そのような標準化された構法をもと
に，中大規模木造を担える人材を育成する体制が整備される必要があると考えています．現
在，中大規模木造に挑戦している業態としては，ゼネコンやサブコンなどの中大規模建築が得
意な会社が「中大規模建築物の木造化」に挑戦するケースと，各地域の工務店や設計事務所，
プレカット会社などの木造が得意な技術者が「木造建築物の中大規模化」に挑戦するケースが
あります．前者については，木造の材料や構法に関する技術を習得した技術者が不足してお
り，後者については，大スパン架構を有する中大規模木造の加工・施工・管理に対応するため
の技術と経験が不足しています．こうした現状を鑑み，中大規模木造の加工・施工・設計・管
理の担い手の育成体制をいかに作るかという課題に対して，建築系の大学における木造講座の
拡充を含め，早急な検討と対策を業界全体で考える必要があると考えています．



技術研究報告の発刊にあたり

　熊谷組技術研究報告第 79 号の発刊にあたり、一言ご挨拶
申し上げます。

　ちょうど 1 年前、我が国でも感染が確認されたCovid-19（新
型コロナウィルス）の世界的な感染拡大が現在も継続してお
ります。2020 年 4 月に発出された緊急事態宣言により、私
たちの日常生活や企業活動は大きな制約を継続して受けてお
ります。このような状況下にもかかわらず、三密状態が日常
的に繰り返される建設現場において、感染の発生を最小限に
抑制していることは、建設企業のマネジメント力の高さを物
語っていると考えられます。
　私共の研究開発業務は、様々な分野の方々との協調により
進められてきたものであり、ICTの進展によりWEB会議シ
ステム等でかなりの部分が代替されてきたとはいえ、大きな
制約を受けていることも事実です。

　人と人が触れ合う空間を衛生的で安全な空間へと変えていくこと、毎日の生活を心豊かに過
ごしたいと願うすべての人のために先進技術を導入して人々に寄り添うことが、多くの方々と
の議論を通して進めるこれからの技術開発に求められているものと思われます。
　我々を取り巻く社会環境は大きく変化してきておりますが、解決すべき課題やお客様のニー
ズに対して常にチャレンジ精神をもって、新たな価値を提供してまいりたいと存じます。本研
究報告をご一読されご興味を持たれたお客様におかれましては、多くの課題解決につきまして
意見交換をお願いできれば幸いです。

　今回お届けする熊谷組技術研究報告では、「中大規模木造建築」を特集いたしました。
　この分野における権威でもあり、弊社が技術的なご指導を頂戴しております東京大学大学院
の稲山正弘教授より、「これからの中大規模木造建築」と題する巻頭言を寄稿して頂いており
ます。また弊社では、現在中大規模木造建築の技術開発に鋭意取り組んでおり、その開発状況
や欧州における動向ならびに大規模木造建築の施工報告など、今回の特集に関連する特集報文
3 編を掲載しております。
　研究論文ならびに研究報告では、「持続可能な世界」を実現するために進むべき道を示して
いる SDGs の目標のうち、「住み続けられるまちづくり」に関する研究開発の事例として「電
子受容体を利用した油含有土壌の省力低コスト嫌気処理法の開発」、建設現場の生産性向上を
図る取り組みである i-Construction に関する基礎的検討としての「三次元レーザスキャナの性
能試験と機器別特性の検証」などを含めて 12 編の知見をご紹介しております。
　土木分野の施工報告では、高速道路リニューアルに貢献する「コッター床版工法」による橋
梁床版取替工事の報告を含む 4 編、建築分野では大空間を実現する立体トラス鉄骨屋根の事
例報告 1 編をご紹介するとともに、今年度も、土木技術発表会および建築技術発表会から注
目された計 5 編の報文も併せて掲載しています。

　発災から十年を迎える東日本大震災、いまだ継続中である新型コロナウイルス感染症などの
ように急変する社会環境にあって、持続可能な世界を実現するために建設業の役割はますます
大きなものになると思われます。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、格別のご理解とご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2021 年 1 月

執行役員 技術本部長
永田 尚人
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電子受容体を利用した油含有土壌の省力低コスト嫌気処理

法の開発 

Development of Low-cost Anaerobic Microbial Degradation 
Technique Using Electron Acceptor for Oil Contaminated Soil 
河村大樹 ＊ 中村孝道 ＊

◆◆目目的的
油含有土壌を対象としたバイオレメディエーションの嫌気処理では，油を電子供与体，NO3

-，Fe3+，SO4
2-などを電

子受容体として微生物による還元反応によって分解が進む．嫌気処理は，現在主流となっている好気処理（酸化反

応）と比べて分解は遅いが，メンテナンスが少なく，省力化やコストの削減に期待できる． 

本研究では，嫌気処理の高効率化を図る目的で，油含有土壌に異なる電子受容体を投与し，その違いが油分濃度

の低減や微生物群集の変化に与える影響を調査した．これらの結果から，掘削後バイオレメディエーション工法に

嫌気処理を適用し，好気処理と嫌気処理を組合せることによる省力低コスト化処理工法を検討した． 

◆◆概概要要
嫌気反応を促進するための電子受容体とその投与時期を検討するために，2 つのバッチ試験を行った．バッチ試

験 1 では，油含有土壌にそれぞれ異なる電子受容体（NO3
-，Fe3+，SO4

2-）を投与した．バッチ試験 2 では，バッチ試

験 1 の分析結果をもとに油含有土壌に 2 つの電子受容体（NO3
-，Fe3+）を同時あるいは時間差で投与した．それぞれ

の実験で TPH(全石油系炭化水素：Total petroleum hydrocarbon)計測，化学成分分析，DNA 解析を行い，嫌気反応

を促進するための電子受容体を選定した． 

Fig.1 にバッチ試験 1 の TPH 分析結果を，Fig.2 にバッチ試験 2 の TPH 分析結果を示す．Fig.1 より種類によっ

て油分濃度の低減に差はあるものの，電子受容体の添加によって油分解が進行することが分かった．Fig.2 より 2

種類の電子受容体を同時に添加するよりも，NO3
-，Fe3+の順に時間差で投与した場合に油分分解効果が高いことが分

かった． 

◆◆ままととめめ
1) 電子受容体の投与により嫌気環境下でも油分濃度が低減した．

2) バッチ試験 1 において油分分解が最も進んだのは電子受容体として NO3
-を投与したとき，バッチ試験 2 におい

ては電子受容体として NO3
-，Fe3+の順に投与したときにより嫌気環境下で油分濃度が低減した．

3) 対象浄化サイトの酸化還元環境に応じて電子受容体を選択することで嫌気分解を効率化する可能性を見出し

た．

4) 掘削後バイオレメディエーションのランドファーミング工法（好気処理）に嫌気処理を組合せる省力低コスト

処理工法について検討し，その可能性を見出した．

本工法は，電子受容体を添加するだけで土壌中に生息する微生物群を活性化し油分解を効率化することがで

きる．すなわち自然が元来持つ浄化能力を引き出す技術であり，省力化による環境負荷低減や低コスト化だけ

でなく，環境調和型浄化技術となると考えられる． 

 ＊ 技術本部 技術研究所 循環工学研究室 

FFiigg..11  ババッッチチ試試験験 11 のの油油分分分分析析結結果果  FFiigg..22  ババッッチチ試試験験 22 のの油油分分分分析析結結果果  
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座屈拘束ブレース付き RC 骨組の力学挙動に対して梁主筋の

付着の除去が与える影響 
Effects of De-bond in Beam Main Reinforcement Bars on 
Structural Behavior of RC Frame with Buckling Restraint Brace
服部翼 ＊ 前川利雄 ＊ 坂田弘安 ＊＊

◆◆目目的的
近年，建築物の長寿命化が求められており，地震後も建築物を継続して使用することができるよう，修復性の向

上が期待されている．修復性を向上させるためには，ひび割れによる損傷範囲を抑制することが重要である．RC 造

の損傷範囲を抑制する方法としては，鉄筋の付着除去が有効である．既往研究において，主筋の付着を完全に除去

すると，ひび割れが一部に集中することが報告されており，損傷の分散を抑制するという観点から，修復性の向上

が期待できる．しかしながら，主筋の付着除去によって，履歴特性がエネルギー吸収量の小さいスリップ型に近づ

くことも報告されており，付着除去に伴う功罪がある． 

そこで本研究では，主筋の付着除去によるエネルギー吸収量の低下は BRB で補うこととし，構造実験により，BRB

付き RC 骨組の力学挙動に対して梁主筋の付着除去が与える影響を把握する．また，併せて FEM 解析を行うことで，

より詳細に RC 骨組に対する梁主筋の付着除去の影響を検討する． 

◆◆概概要要
試験体は 1 層 1 スパンの RC骨組であり，BRB は上下の梁端部に取り付けた（Fig.1）．梁端部の損傷を回避する

ためにヒンジリロケーションを施し，ヒンジ位置より曲げモーメントが小さい側における梁主筋の付着の有無をパ

ラメータとして，2種の試験体を用いて構造実験を行った．載荷は柱上部のピン支承に取り付けた載荷梁を介して，

鉛直ジャッキにより軸力比 0.1 程度の一定圧縮軸力を作用させながら，2 台のアクチュエーターにより正負交番繰

り返しで水平力を作用させた（Fig.2）．

実験の結果，基準試験体（B 試験体）ではひび割れが梁全体にわたって分布したのに対し，梁主筋の付着を除去

した試験体（DB 試験体）ではヒンジ位置（付着除去区間端部）にひび割れが集中した（Fig.3）．また，復元力特

性は両試験体とも，小変形域から BRB がエネルギー吸収を開始したことで，スリップ型にはならず紡錘型の履歴を

示した（Fig.4）．しかし，最大耐力に関しては，B 試験体に比べ，DB 試験体では約 30%の耐力低下が生じた． 

そこで，FEM 解析により，実験結果の再現性を確認した 3 次元モデル（Fig.5）を用いて，主筋の付着除去に伴う

耐力低下を改善するモデル（F-DB モデル）を提案した．解析結果より，提案モデルは損傷の分散を抑制し，かつ耐

力は B モデルと同等であることを確認した（Fig.6）． 

◆◆結結論論
本研究により，ヒンジ位置より曲げモーメントが小さい側における梁主筋の付着を除去することで，損傷をヒン

ジ位置に集中させることができ，梁における総ひび割れ面積をほとんど変えることなく，総ひび割れ長さを抑制す

ることができることを確認した．また，主筋の付着除去に伴う耐力低下を改善する手法を提案し，FEM 解析により

その有効性を示した． 

 ＊ 技術本部   技術研究所  防災技術研究室

 ＊＊ 東京工業大学 環境・社会理工学院建築学系 教授・工博 

02  

FFiigg..11  試試験験体体概概要要  

FFiigg..22  載載荷荷装装置置組組立立図図  

FFiigg..33  梁梁のの損損傷傷状状況況（（RR==11//110000rraadd..））  
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 ＊ 技術本部 技術研究所 防災技術研究室 

 ＊＊ 住友林業株式会社 筑波研究所 

中大規模木造集合住宅の試設計とドリフトピン接合部の 

せん断要素試験 

Trial Design of Large-Scale Wooden Structure and Shear Test of 
the Connection with Slotted-in Steel Plates and Dowel-type 
Fasteners 
南遼太 ＊ 立花和樹 ＊＊ 中島裕貴＊＊ 長島泰介＊＊ 

◆◆目目的的
近年，二酸化炭素量削減をはじめとした地球環境問題，森林管理，災害時における調達可能材料の拡充等の理由

から中大規模木造建築物の普及が望まれている．一方，我が国では歴史的に多くの地震災害を経験しており，日本

国内における中大規模木造建築物普及には，耐火，材料，構造等の多岐にわたる分野での新しい技術開発が求めら

れている．そこで，本報では，10 階建て木造集合住宅の試設計を行い，その結果から抽出した，中大規模木造建

築物の普及に必要と考えられる大断面集成材用鋼板挿入式ドリフトピン接合部について要素試験を行った． 

◆◆概概要要
座屈拘束ブレースを用いたメガストラクチャー構造の木造 10 階建て集合住宅の一次設計を行った結果，3,000kN

程度の力を伝達できる接合部が必要であることが分かった．そこで，Fig.1 に示すような複数枚の鋼板を用いた大

断面集成材用鋼板挿入式ドリフトピン接合部について Fig.2 のような実大要素試験を行い，その性状を確かめた．

また，EYT 式（European Yield Theory）を用いて算出した従来の鋼板挿入式ドリフトピン接合，鋼板添え板式ド

リフトピン接合の耐力と実験結果を比較し，その耐力評価方法を検討した．

◆◆ままととめめ
本報で得られた知見を以下に示す．

・本試設計で想定したメガストラクチャー構造 10 階建て木造集合住宅において，弾性設計の範囲内ならば，検定

比や層間変形角が規定値以内に収まることを確認した．

・鋼板添え板式ドリフトピン接合の実大要素試験において，検討に用いた試験体は，ドリフトピンが鋼板孔付近で

鋼板の回転を拘束し，鋼板添え板式ボルト接合と同様のメカニズムで変形することを確認した．

・実験結果は，EYT 式と同様に耐力がドリフトピン本数に比例することを確認した．ただし，荷重上昇に伴い木材

が割裂し，荷重に影響する場合があるので終局耐力の推定は難しい．

・降伏耐力 Pyについて，EYT 式で求めた計算値の足し合わせ，Sum.①，Sum.②（Fig.3 参照）は共に実験結果の値

を下回った．荷重－相対変位関係の足し合わせによる Py 算出においても同様の結果となった．

FFiigg..11  想想定定接接合合部部図図  

FFiigg..33  耐耐力力評評価価法法組組みみ合合わわせせ  

Sum.➀ 

Sum.➁ 

FFiigg..22 要要素素実実験験図図  

03  

＋＋  ＋＋  

鋼板挿入式 鋼板挿入式 鋼板挿入式 

＋＋  ＋＋  

鋼板挿入式 鋼板添え板式 鋼板添え板式 

鋼板 

集成材 

2.5MN鉛直 

ジャッキ 
2.5MN 鉛直 
ジャッキ 

2MN 水平ジャッキ 

論文 Paper 熊谷組技術研究報告　第79号／2020

目次へ戻る



各種使用率で高炉スラグ微粉末を混和材として用いた 

コンクリートの室内実験
Effects of Granulated Blast-Furnace Slag as the Mineral 
Admixturs to Concrete Properties 
野中 英 ＊

◆◆目目的的
建設業界では，エネルギーの消費量や二酸化炭素の排出量が多いことが指摘されている．そこで，環境配慮のた

め，二酸化炭素排出の原単位の少ない高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートの開発が行われている．本研究では， 

高炉スラグ微粉末を幅広い使用率で混和材料として用いたコンクリートについて，その各種性状を把握し，建築物

への汎用的な適用を可能とすることを目的としている．  

◆◆概概要要
普通ポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を 10～70%の範囲で混和材料として用いたコンクリートについて，

各調合における各種コンクリート性状（フレッシュコンクリートの品質および硬化コンクリートの品質）を室内実

験にて把握し，得られたデータより建築物への汎用的な適用について検討することを目的とした．特長として，各

種の高炉セメントの使い分けでなく，高炉スラグ微粉末を混和材料として用いることにより，高炉スラグ微粉末の

使用率に応じた各部位に求められる性能を満たす最適な環境配慮型コンクリートを適用することができる． 

◆◆ままととめめ
BF 使用率 10～70%の範囲における各性状について，以下の知見を得た．室内実験の結果をまとめると Table 1 に

示す通りであった． 

(1) BF 使用率 70%においても，静置で経時 60 分のスランプ保持性能を有していた．

(2) BF 使用率の増加に伴い，ブリーディング量が減少した．

(3) BF 使用率 60%以上になると，セメント量の減少および混和剤使用量の増加により，終結時間が遅延した．

(4) 低温環境下における凝結時間は，BF 使用率 60%以上になると終結時間が大幅（7～13 時間）に遅延した．

(5) 断熱温度上昇量の最高温度は，BF 使用率 70%の場合，同一結合材量の低熱セメントを使用したコンクリートよ

りも小さい値であった．

(6) 圧縮強度は，材齢 28 日以降であれば BF 使用率 30%以下は N と同等と見なせ，BF 使用率 30%を超えると強度低

下が認められた．

(7) 静弾性係数は，BF 使用率に関わらず，BF を使用していない一般のコンクリートと同様な静弾性係数を有して

いた．

(8) 乾燥収縮は，BF 使用率に関わらず N と同等であった．

(9) 中性化抵抗性は，BF 使用率の増加に伴い低下した．

(10) 耐凍害性は，BF 使用率が高くなるほど低下し，かつ，水結合材比が大きい場合，BF 使用率 70%で急激に低下

するため，BF 使用率が高く水結合材比も大きい場合は注意が必要である．

謝謝辞辞 

本研究は，長谷工コーポレーション，青木あすなろ，淺沼組，安藤・間，奥村組，鴻池組，五洋建設，錢高組，鉄建建設，東急建設，東

洋建設，矢作建設工業の 13 社との共同研究です．関係各位に謝意を表し，ここに記します． 

 ＊ 技術本部   技術研究所 基盤技術研究室
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TTaabbllee  11  室室内内実実験験ののままととめめ  

項目
BF 使用率（％） 

10 20 30 45 60 70 
フレッシュ経時変化 － － － － － 同等

ブリーディング － 同等 － － 減少

凝結時間 － 同等 － － 遅延

温度上昇量 － － － － － 減少

圧縮強度（7 日） BF 使用率に伴い低下 
圧縮強度（28 日） 同等 BF 使用率に伴い低下 
圧縮強度（91 日） 同等 BF 使用率に伴い低下 

静弾性係数 同等

乾燥収縮 － 同等 － － 同等

中性化抵抗性 BF 使用率に伴い低下 
耐凍害性 － 同等 － － 微低 低下FFiigg..11  圧圧縮縮強強度度とと BBFF 使使用用率率のの関関係係  
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S 造建物の重量床衝撃音レベル予測計算法に関する研究 

-駆動点インピーダンスに関する検討-
A Study on Prediction Method for Heavy Weight Floor Impact Sound 
Level of Steel Frame Building. –A Study on Driving Point Impedance -
黒木 拓 ＊ 大脇雅直 ＊＊

◆◆目目的的
重量床衝撃音遮断性能の予測計算法に関する研究は，RC 造建物に関するものが多く，S 造建物に関するものは非

常に少ない．RC 造建物の予測計算法としては，インピーダンス法が実務上広く用いられている方法である．しか

し，RC 造と S 造では構造上の条件が異なるため，RC 造を対象としたこれらの予測計算法では S 造は適用範囲外で

ある．そこで，S 造建物の重量床衝撃音レベル予測計算法の検討を行うため，実現場において重量床衝撃音レベル

およびインピーダンスレベルの測定を行った．本報では，S 造建物の重量床衝撃音レベルおよび梁による拘束の影

響について検討し，重量床衝撃音レベル予測計算法に関する検討結果について報告する．  

◆◆概概要要
S 造のホテル 3 棟において，インピーダンスレベル（インピーダンスレベル上昇量，共振によるインピーダンス

レベル低下量）および重量床衝撃音レベルの測定を行い，スラブのインピーダンス特性について検討した．

スラブ素面の重量床衝撃音レベル予測計算法として，インピーダンス法を用いた予測計算法が広く用いられてい

る．この予測計算法は，RC 造建物を対象とした予測計算法である．そこで，測定したインピーダンス特性を用いて

S 造建物に適用できるか検討する． 

◆◆ままととめめ
・ 大梁のスラブ端部のインピーダンスレベル上昇量は 2～8dB 程度，小梁は 1～4dB 程度であった．梁の大きさは

それぞれ同程度であったが，インピーダンスレベル上昇量は異なっていた．その要因として，鉄骨梁とデッキ

の納まりの違いによる影響が考えられる．

・ 全時間応答インピーダンスレベルは全ての測定室で共振による大きな低下は見られなかった．梁による拘束の

影響が小さかったことが要因の一つと考えられる．

・ 今回測定を行った建物のスラブは，建物Ⅰ，Ⅱでは山型デッキスラブ 180mm，建物Ⅲではフラットデッキスラブ

150mm であり，一般的な RC 造共同住宅に比べ薄かったが，タイヤの重量床衝撃音遮断性能は Li,Fmax,r,H(1)‐45～

55 であった．今回測定を行った建物において重量床衝撃音レベルが小さかった要因として，スラブの共振によ

るインピーダンスレベルの低下が小さかったことが要因の一つと考えられる．

・ インピーダンス法による重量床衝撃音レベル予測計算法を用いて，インピーダンス特性を実測値に基づいた値

に変更することで，重量床衝撃音遮断性能の実測値と予測値は良く対応していた．今回行った予測計算は，ス

ラブ素面の状態における計算である．実測値は，二重天井，付加壁などの内装材の影響，居室のモードの影響

を含んでいる．予測値と実測値に差が表れていた測定室ではこれらの影響があったと考えられる．

今後さらに実測値のサンプル数を増やすとともに，二重天井や内装材，室のモードの影響に関する検討を行い，

予測精度の向上に取り組んでいく予定である． 
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FFiigg..11  イインンピピーーダダンンススレレベベルル上上昇昇量量測測定定結結果果  

（（建建物物ⅠⅠ  大大梁梁））  

FFiigg..22  重重量量床床衝衝撃撃音音遮遮断断性性能能（（LL 数数））のの  

予予測測値値とと実実測測のの対対応応  
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＊ 土木事業本部 ICT推進室 

＊＊ 株式会社ファテック 開発営業部 土木グループ 

三次元レーザスキャナの性能試験と機器別特性の検証 
3D Laser Scanner Performance Testing and Verification of 
Individual Device Characteristics
古川敦 ＊ 竹下嘉人 ＊ 天下井哲生 ＊ 畑山駿 ＊＊

◆◆目目的的
国土交通省では，調査・測量から設計・施工・維持管理までのあらゆるプロセスで ICT などを活用して建設現場

の生産性向上を図る「i-Construction」の推進が進められており，出来形管理などの生産性向上を目的とした GNSS，

UAV(ドローン)，地上型レーザスキャナの導入が行われ，各種出来形管理要領についても整備が進められている． 

これら出来形管理に使用する ICT 計測機器については日進月歩で新たな機器が開発され，その基本性能はカタロ

グなどで確認するしか方法がなく，機器毎に同条件での比較データについての報告は少ない． 

本研究報告では地上レーザスキャナ(TLS：Terrestrial Laser Scanner)および SLAM(Simultaneous Localization 

and Mapping)技術を利用した可搬型レーザスキャナについて，計測距離や計測対象物に対するレーザ照射角度，標

定マーカの種類や大きさなどが計測精度に与える影響について試験を実施し，各種レーザスキャナの特性について

検証した．  

◆◆概概要要
TLS に分類される Trimble 社製 SX10 および FARO 社製 FocusS については同一条件にて試験を実施し，測定した

平坦面に対するデータのばらつきにより精度評価を行った．平坦面の測定ターゲットにはチェッカー認識性能を検

証するための色・大きさ・表面加工を変化させたチェッカーも配置し、平坦面と併せて測定距離，レーザ入射角度

を変化させて検証を行った． 

可搬型レーザスキャナに分類される GeoSLAM 社製 ZEB-HORIZON については，天井クレーンで吊り下げた状態で移

動しながら水平床面を計測し，平坦面に対するデータのばらつきにより精度評価を行った． 

◆◆ままととめめ
レーザスキャナにはレーザ光の照射から受光までの時間を観測する TOF(Time Of Flight)方式と，照射と受光の

際の光の位相差を用いる位相差方式があるが，TOF 方式の SX10 および位相差方式の FocusS との特性の差が得られ

た．位相差方式は測定値のばらつきは TOF 方式より小さいが，TS(Total Station)機能を持たない機種では機械点

算出の誤差が発生し，最終的な精度は同程度であった． 

モバイル 3D スキャナについては，移動しながら 3 次元点群を取得する方式であるため，TLS よりは精度は劣る

が，距離 6m 程度での平坦面測定精度は，95%確率で±35mm であった． 

本研究報告では地上レーザスキャナおよび SLAM 技術を利用した可搬型レーザスキャナについて精度検証試験を

実施し，前述の性能および特性についての結果を得る事ができた．今後はこれらの特性を踏まえた計測機器の選定

を行う事により，計測の効率化が期待できる． 

TTaabbllee  11  比比較較対対象象レレーーザザススキキャャナナ  
メーカ Trimble FARO GeoSLAM

機器名 SX10 FocusS  ZEB-HORIZON

測距方式 Time Of Flight 位相差方式 Time Of Flight

計測方法 静止計測 静止計測 移動型計測

計測範囲

(水平角×鉛直角)
360°×300° 360°×300° 360×270°

測定距離

(反射率90%) (m)
0.9～600 0.6～350 ～100m

測定速度(点/秒) 最大266,00 最大976,000 300,000

スキャニング精度 2.5mm 1mm 10～30mm

解像度(最大) 1.25mm @10m 1.53mm @10m 12mm @10m

PPhhoottoo..11  SSXX1100 測測定定状状況況 
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PPhhoottoo..22  FFooccuussSS 測測定定状状況況 

PPhhoottoo..33  ZZEEBB--HHOORRIIZZOONN 測測定定状状況況  

x’

y’

z’

検証面座標系

測定ターゲット
(水平床面)

ZEB-HORIZON

座標調整用
標定点

FFiigg..11  取取得得点点群群デデーータタ 
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●●●●●●●●●●●

 ＊ 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 防災技術研究室 

 

熊谷組 鉄骨大梁の横座屈補剛工法の 

構造評価取得と実施案件への採用 
Certification of Structural Performance Evaluations of Lateral 
Buckling Stiffening Method for Steel Girders Obtained by 
Kumagai Gumi and Applications to Actual Projects
中里太亮 ＊ 野田亜久里 ＊＊ 鈴木真理恵 ＊ 青木浩幸 ＊

◆◆目目的的
鋼構造建築物に使用されている H 形断面梁は，地震力や風荷重などにより横座屈現象が生じることが懸念される．

そのため，H 形鋼などの横座屈補剛材を小梁や方杖として設置することが，必要とされている．一方で，このよう

な大梁の上フランジは通常，床スラブなどにより連続的もしくは断続的な拘束を受けていることが多い．この上フ

ランジの拘束効果により，H 形断面梁の弾性横座屈耐力が上昇することが，今までの研究や実験などにより解明さ

れてきている．

床スラブによる鉄骨梁上フランジの拘束効果を考慮することで，梁による横補剛の省略や，接合部材の削減，加

工・溶接の低減が可能となり，設計・施工の合理化を図ることができる． 

そこで，当社においてもコンクリート床スラブにより上フランジを拘束された H 形断面梁の横座屈補剛効果を考

慮し，補剛梁を合理化する工法に関して構造性能評価を取得した． 

本報では，取得した評価の概要と実施案件への適用例を報告する．  

◆◆概概要要
本工法は，鉄骨梁と床スラブを頭付きスタッド等のシアコネクタを用いて一体化することにより，床スラブによ

る鉄骨梁上フランジの水平変位および回転の拘束の効果を考慮した横座屈補剛の設計を行う．具体的には，梁の上

フランジと一体化された床スラブの回転拘束効果を考慮した梁の弾性横座屈耐力を求め，当該耐力により評価した

一般化細長比により，塑性変形能力を評価することとしている．また，スラブ厚さなどの条件を定量的に評価して

弾性横座屈耐力を算出し，より実状に応じた検討を行うことを本工法の特徴としている．これにより，鉄骨梁は横

座屈せずに全塑性モーメントに達するとともに，塑性化後の早期耐力低下を防ぐことができる．

本工法を鉄骨造 4 階建ての物流施設に採用した結果，従来の設計法と比べ，小梁や方杖等の横補剛材を軽減する

ことができた．このほか，床スラブ受けの小梁受けと横補剛材を兼用する小梁と大梁との接合部における高力ボル

トの本数も軽減することができた．

◆◆ままととめめ
スラブ付鉄骨大梁上フランジ拘束効果を利用した横座屈補剛効果に関する構造性能評価を取得した．取得した工

法を実施案件で適用を行った．その結果，横補剛材の鉄骨量および，小梁と大梁の接合部の高力ボルトを軽減する

ことができた．本工法はその性質上，大きな削減とはなりにくいが，鉄骨造の案件であれば幅広く採用することが

できる．今回は削減効果が出やすいと考えている物流施設が対象であったが，商業施設やオフィス，ホテル宿泊施

設などの鉄骨造でも適用し，設計・施工の合理化が可能と考える． 

従来の場合 本工法の場合

小梁横補剛材

横補剛材（方杖）
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溶接ロボットを活用した現場溶接の実用化に向けた開発 

Development for Practical Implementation of On-site Welding by 
Welding Robots 
近藤祐輔 ＊ 渡辺英彦 ＊ 増子寛 ＊＊ 田中輝雄 ＊＊＊ 

◆◆目目的的
近年，日本の生産年齢人口は減少の一途を続け，建設業も同様に就業者が減少し高齢化が進んでいる．鉄骨造に

おける現場溶接工事でも昨今，溶接技能者の不足が顕在化している．そのため将来，溶接技能者が減少し，不足す

ることが懸念されている．

筆者らはこれらの状況を鑑み，現場溶接工事の省人化と効率化を目的に溶接ロボットの導入に取り組んでいる．

対象は，コラム柱のロボット溶接（溶接姿勢：横向き）を基軸に，現場でのロボット溶接実用化に向けて検討を開

始した．本報告では採用した現場溶接ロボットの概要と，実用化に向けて検討，実施した実験例および現場でロボ

ット溶接した事例について報告する．

◆◆概概要要
わが国の将来的な全産業の生産年齢人口は減少の一途を続け，2060 年には生産年齢人口の割合が総人口の約 50%

になるとの報告がある．建設業も同様に就業者が減少し続けている．建築鉄骨の現場溶接施工について着眼すると，

建築鉄骨の溶接技能者数は年代別では 41～45 歳が最大で，それ以上の熟練技能者は急激に減少している．また，

若年者層（20 代～30 代）は年度を経るに従って溶接技能の認証者数が減少の傾向を示しており，10 年後，20年後

には溶接技能者が急激に不足することが予想されている．実際に溶接技能者不足の影響で現場の工程の変更や見直

しが顕在化してきている． 

本報告ではまず初めに現場溶接ロボットの概要，適用箇所，特徴，システム構成および溶接方法について紹介を

する．次に，現場でのロボット溶接採用のためのノウハウの蓄積やロボット操作者の教育・スキルアップを目的に

溶接施工実験について述べる．溶接施工実験はコラム柱を模擬した平板の試験体を横向きにした実験と，コラム柱

試験体を用いた実験を実施した．施工実験ではロボット溶接の制御項目や実施した実験例を報告する．さらに，2

つの現場でコラム柱と梁フランジの溶接に溶接ロボットを採用したのでその内容も報告する． 

◆◆ままととめめ
現場溶接作業の省人化と効率化を目的に溶接ロボットを導入し，ロボットによる現場溶接の実用化に向けた検討

を行い，現場溶接施工を実施した．ロボットによる現場溶接は黎明期であり，現状は手探り状態である部分も多い．

工場溶接とは異なる現場特有の状況や特徴があり，解決すべき課題は多い．このため，引き続きロボット溶接技術

の検証を行い，溶接技能者と試行錯誤を重ねながら，運用方法を模索する．そして，ロボット操作者の教育・訓練

の強化を通じて，ロボット溶接を担う人材育成，現場適用機会の拡大に努めたい．

＊  建築事業本部 建築技術統括部 建築生産技術部 生産開発グループ 

＊＊ 建築事業本部 

＊＊＊ 建築事業本部 建築統括部 購買部 

FFiigg..11  現現場場溶溶接接ロロボボッットト適適用用箇箇所所  PPhhoottoo..11  現現場場溶溶接接ロロボボッットトにによよるる溶溶接接  

コラム溶接（横向き）

梁上フランジ（下向き）

現場溶接ロボット

走行レール

溶接トーチ

08  

研究報告 Technical Report 熊谷組技術研究報告　第79号／2020

目次へ戻る



●●●●●●●●●●●

先端スクリューを用いた 

静的締固め砂杭工法（STEP-IT 工法）の開発研究 
Research and Development of Static Sand Compaction Pile 
Method (STEP-IT Method) Using Tip Screw
森利弘 ＊ 菊川智巳 ＊＊ 米丸弘一 ＊＊

◆◆目目的的
市街地や既設構造物近傍における液状化対策工事の需要が増加する中，振動式サンドコンパクションパイル工法

（SCP 工法）と同等の改良効果を有する地盤改良工法として，インナースクリューによる捻り締固め効果を利用し

た静的締固め砂杭工法（STEP 工法）を開発し，適用してきた．ただし，他の類似工法と比較してケーシングパイプ

径が大きく，貫入能力に劣るという課題があった．そこで，STEP 工法の特徴であるスクリューによる捻り締固め技

術を継承しつつ，ケーシングパイプの貫入能力が向上する工法の開発に取組んだ． 

◆◆概概要要
本報告では，最初に本工法（STEP-IT 工法）の概要について述べ，続いて先端スクリューの形状を選定するため

の模型実験，選定したスクリューを用いて実施した原位置性能確認試験について報告する． 

既存工法（STEP 工法）で装備していたインナースクリューに変えて，本工法ではケーシングパイプの先端に砂杭

の拡径・締固めを行うための先端スクリューを新たに設けている（Fig.1）．既存工法より，ケーシングパイプ径

を 100mm 小さくでき，貫入能力の向上を図っている．施工手順（Fig.2）は既存工法と概ね同じで，ケーシングパ

イプの貫入工程と砂杭の造成工程の 2 工程である．ただし，ケーシングパイプの貫入補助および砂杭造成時におけ

る砂などの使用材料の排出効率を高めるためのエアー（内・外ジェット）を新たに装備している．

模型実験では，枚数，巻角度，ピッチおよび径などをパラメーターとし，最適なスクリュー形状を選定した．ま

た，選定したスクリューを用いて原位置性能確認試験を実施し，砂杭の出来形（杭径），杭芯強度，杭間強度およ

び振動・騒音レベルの確認を行うとともに，既存工法との貫入能力の比較を行った． 

◆◆ままととめめ
原位置における性能確認試験結果から，本工法（STEP-IT 工法）に関して以下のことが確認できた．

・締固め砂杭の造成径は目標としたφ700mm を，締固め砂杭の杭芯強度は設計上の要求性能範囲を満足する．

・締固め砂杭造成による杭間強度の設計は，SCP 工法における設計法（方法 C および方法 D）を適用できる．

・振動・騒音レベルは締固め砂杭の施工位置からの離隔距離 5m で特定建設作業の規制基準値を下回る（Fig.3）．

・貫入工程でのケーシングパイプの貫入速度は既存工法に比べ 2 倍程度向上する．

 ＊ 技術本部 技術研究所 

 ＊＊ 日本海工株式会社 

移動式バケット

材料投入用ホッパー

オーガモーター

エアースイベル

ケーシングパイプ

先端部構造（拡大）

ケーシングパイプ

内ジェット

エアー噴射口

外ジェット

エアー噴射口

先端スクリュー
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FFiigg..11  施施工工機機械械のの概概要要  FFiigg..33  振振動動・・騒騒音音レレベベルルのの距距離離減減衰衰

マイクロウェーブ

式レベル計測

(砂面計）

ケーシングパイプ

先端軌跡

オーガモーター

移動式

バケット

：オーガモーター（正転-貫入時）

：オーガモーター（逆転-引抜時）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

貫入工程
砂杭造成工程

ケーシングパイプ引抜 引抜一旦停止

④～⑦の

繰り返し
完了

FFiigg..22  施施工工手手順順  
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 ＊ 技術本部   技術研究所 防災技術研究室

 ＊＊ 建築事業本部 設計本部 構造設計部    プロジェクトグループ 

部材ひずみに立脚した建築構造部材の 

地震エネルギー吸収量評価の試み 
Evaluating Seismic Energy Absorption of Building Structural 
Members Based on Member Strain
野田亜久里 ＊ 尾﨑亮斗 ＊＊ 服部翼 ＊ 南遼太 ＊

◆◆目目的的
今後発生が予想される東海・東南海・南海地震においては広域かつ大規模な地震被害が予想され，長周期地震動

の超高層建物への影響が懸念される．また，特に病院等の災害時に重要な役割を果たす施設では BCP(事業継続計

画)の観点から，地震被害の程度を把握することが重要であり，迅速かつ定量的で客観的な建物の損傷評価技術確

立への要求が高まっている．これらの要求を解決する手法として，各種のセンサーを用いて建物の損傷や劣化を評

価する構造ヘルスモニタリング分野の貢献が期待されており，研究が進められている．建物における構造損傷の定

量化においては，材料単位・部材単位での損傷評価と組み合わせることが必要であると考えられるが，建物全体の

損傷を評価したものに対して部材単位で損傷を評価する研究は少ない．そのため，本報では，建物の部材単位の損

傷を評価することを目的とし，梁部材に設置したセンサーより得られたひずみデータから部材に作用した地震エネ

ルギー量の推定方法を提案する．

◆◆概概要要
梁部材において降伏しないと仮定できる中央部に埋め込まれたひずみセンサーによる地震時の吸収エネルギー

評価手法の定式化を行い，これまでに行った鉄筋コンクリート梁部材を対象とした実験および鉄骨柱梁接合部を対

象とした実験の結果を用いて，各試験体の梁部材に貼付したひずみゲージのデータから梁に加わる外力を推定し，

実験時に荷重計により計測した値と比較することで，ひずみデータのみを用いて，梁に作用する外力を算定するこ

とができるか検証を行う．また，算定した荷重とヒンジ位置のひずみデータの関係により，実験で得られる荷重-

変形関係のような梁部材単体の履歴曲線が得られるかを確認する． 

◆◆結結論論
線形領域内のひずみデータを用いることで，鉄骨造，RC 造ともに部材単体に生じた外力を算定できることが確

認できた．また，ひずみデータのみで実験で得られる荷重-変形関係に似た梁部材単体の履歴曲線を得られること

から，部材単体の損傷を評価できる可能性があることを確認した． 

一方で，実際に建物で計測を行う場合においては，全ての部材の計測を行うことは非現実的である．そのため，

計測する部材の選定方法についても検討する必要が生じる．また，エネルギー吸収量の推定方法として，梁端やそ

の近傍が先行降伏することを前提としているが，降伏機構が層崩壊やせん断降伏などの想定外のものとなる場合に

は，現状の提案手法では算定方法として機能しなくなる．これらについては，今後の課題とする． 
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H-900x300x16x28

端部ひずみ ε1

梁せい/２位置ひずみ ε2

スパン/４位置ひずみ ε3

FFiigg22..  弾弾塑塑性性 FFEEMM にによよるる検検証証①①  FFiigg33..  弾弾塑塑性性 FFEEMM にによよるる検検証証②②  

FFiigg11..  地地震震時時のの梁梁曲曲げげモモーーメメンントトとと  

ひひずずみみ分分布布  

フフラランンジジひひずずみみののみみかかららのの推推測測値値
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●●●●●●●●●●●

KMLAセンサーの開発 

Development of the KMLA Sensor 

佐々木裕一 ＊ 槇駿介 ＊＊ 張海華 ＊＊＊ 大越靖広 ＊＊

◆◆目目的的
開削工事などの土留支保工の変状は，仮設・本設構造物に影響を及ぼすだけでなく，作業中の人命に関わる危険

性がある．特に変状が予測される場合は現場の計測管理が重要であるが，計測は専門的な知識のある者が行うこと

が多く，実際に作業中の者にリアルタイムで変状の情報を伝えることは困難である． 

そこで，施工中の土留支保工の変状を，作業中の誰もがリアルタイムで確認できるセンサーを開発した．  

◆◆概概要要
KMLA センサー（Kumagai Magnet Light Alarm センサー）は，土留支保工などの鋼材に磁力によって設置でき，

鋼材のひずみ変化を光のアラームで伝えることで，工事現場の安全の可視化に寄与するセンサーである．Photo.1

に示すように，磁石によって鋼材に設置できるため，設置に特殊な技能を必要とせず，手軽に設置や取り外しが可

能である．作業中の者が目視で危険を察知できるため，早期に避難を開始でき，現場の安全性の向上が期待できる． 

本センサーの構造の模式図を Fig.1 に示す．本センサーは，設置した鋼材のひずみを，磁石を介して計測部に伝

達させて計測する仕組みである．現場の土留支保工は，塗装などによる表面の凹凸が大きいため，磁石と鋼材の界

面での滑りが予想されるとともに，野外のため大きな温度変化が想定される．そのため，センサーの計測部を，熱

膨張率が鋼材に近い金属材料で作製し，より小さな荷重で変形できる計測部の形状と，熱膨張の影響の補正方法を

実験的に検討した． 

◆◆ままととめめ
実験により，軸方向力の変化に伴う計測部と鋼材のひずみの関係を定式化し，センサーに適した計測部の形状を

選定した．また温度変化に伴う計測部のひずみと温度の関係を定式化することで，計測部のひずみと温度変化から，

計測部の熱膨張の影響を補正して，鋼材のひずみを推定する式を提案した．  

提案式の有効性を検証するため，現場の土留支保工を想定して，鋼材に軸方向力を載荷し，一定の軸方向力を保

持した鋼材に温度変化を与える実験を行った．その結果，鋼材ひずみの推定値が，鋼材の軸方向力の変化と温度変

化の両方に対して，実際の鋼材ひずみと十分な精度で一致することを確認した．  

今後は，センサーの製品化と，精度向上とコストダウンに向けてさらなる検討を重ねていく予定である． 

 ＊ 技術本部 技術研究所 防災技術研究室 

 ＊＊ 技術本部 技術研究所 橋梁ソリューション室 

 ＊＊＊  技術本部 技術研究所 基盤技術研究室 

初
期
値
設
定
ス
イ
ッ
チ

閾
値
設
定
ス
イ
ッ
チ

警
報LED

ネ
オ
ジ
ム
磁
石

PPhhoottoo..11  KKMMLLAA セセンンササーーのの写写真真（（左左：：正正面面  右右：：側側面面）） FFiigg..11  KKMMLLAA セセンンササーーのの模模式式図図

ひずみゲージ
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木造の接合部のせん断性能に関する研究 

―CLT の小口断面に鋼板添え板ビス接合した接合部― 

Study of Shear Performance of Joints in Wooden Structures: 
Screw Joints with Steel Side Plates at Cut Ends of Cross 
Laminated Timber (CLT) 
三宅朗彦 ＊ 松岡直人 ＊ 野田亜久里 ＊＊ 中里太亮 ＊＊＊

◆◆目目的的
近年，木造建築に関する法令の整備や，環境問題への関心の高まりなどを背景に，中大規模の木造建築の増加が

期待されている．木造建築の架構においては，特に接合部が構造的に弱点となる場合が多いため，今後の中大規模

化に対応するためには，接合部の構造性能を正確に把握し，必要に応じてその性能を向上させることが重要である． 

本研究では，直交集成板（以下，CLT）の小口断面に鋼板添え板ビス接合した接合部について，そのせん断性能

を確認するために一面せん断試験を実施した． 

◆◆概概要要
試験体は，CLT と鋼板をビスで留めて作製し，Photo.1 のような一面せん断試験を実施した．試験体のパラメー

タとして，CLT の樹種（スギ，ヒノキ），ビスを打ち込むラミナ（木口打ち，木端打ち，木口打ちと木端打ちの併

用），ビス長さ（60mm，90mm，120mm）を設定した．加力方法は 1 方向単調加力とし，試験によって得られた荷重変

位関係（Fig.1）から，ビス 1 本あたりのせん断性能を完全弾塑性モデルによって評価した．

樹種については，ヒノキのほうがスギより剛性，耐力ともに高い結果を示した．ビスを打ち込むラミナについて

は，木端打ちのほうが木口打ちより剛性，耐力が高く，弾性域においては木口打ちと木端打ちの性能値があれば，

それぞれを併用したものについてもおおよその性能が予測できる可能性があると考えられる．ビス長さについては，

ねじ部での拘束効果，変形性能が高まるためにビスが長くなるほど高い耐力が得られた． 

◆◆ままととめめ
木造建築における，構造性能の高い接合部の研究開発のひとつとして，一面せん断試験を実施した結果，CLT の

樹種，ビスを打ち込むラミナ，ビス長さの違いによる構造性能の傾向を確かめた． 

今後はビス本数や配置を変えた場合の接合部の性能や，実際の接合部に適用した場合の接合部の性能についてさ

らなる検証を要すると考える． 

 ＊ 技術本部 新技術創造センター 開発第 3 グループ 

 ＊＊  技術本部 技術研究所 防災技術研究室 

 ＊＊＊ 建築事業本部 建築技術統括部 建築構造技術部 

PPhhoottoo..11  試試験験のの様様子子
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FFiigg..11  試試験験にによよりり得得らられれたた荷荷重重変変位位関関係係

ビス長さ：60mm

ビス長さ：90mm

ビス長さ：120mm
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●●●●●●●●●●●

高速道路大規模更新工事におけるトンネル，土構造物での 

取り組み 

－中央自動車道辰野 TN～伊北 IC間改良工事－ 
Construction Efforts of Tunnel and Soil Structure at the Large 
Scale Renovation Project in the Chuo-Expressway
神田裕史 ＊ 垣見広 ＊＊ 小澤洋 ＊＊ 今井裕之 ＊＊ 藤田昌宏 ＊＊ 森康雄 ＊＊＊

◆◆目目的的
本工事は，中央自動車道岡谷 JCT から伊北 IC 間にある橋梁，トンネル，土構造物（切土・盛土部）の安全性と

耐久性の向上を図るものである．工事の特徴として，①異なる対象物（橋梁，トンネル，土構造物）の改良工事を

一つの規制の中で複合的に行う，②各々の対象工事が調査・詳細設計を含めて発注されている点が挙げられる． 

本稿では，トンネルおよび土構造物で行った調査，詳細設計から施工までを報告する．  

◆◆概概要要
1．トンネルでの取り組み

対象となる辰野トンネル（上り線 L=261.0m，下り線 L=220.0m）では，事前の健全度評価および本工事で実施し

た地質調査，覆工厚・空洞深さ調査（電磁波レーダー），目視調査より，補強対策が必要と判断されたスパン（上

り線 10スパン，下り線 11スパン）について補強設計を実施し，サポートライニング工法による内巻補強工（Photo.1）

または炭素繊維シートによる内面補強工を対策工として施工した． 

2．土構造物での取り組み 

（1）切土部

ひび割れや浮き等の変状が多く見られる吹付コンクリート法面について劣化状況の調査（目視点検，熱赤外線調

査（Photo.2），打音調査，コア抜き調査）を実施した結果，ほぼ全域において浮きが確認された．本線脇での長大

法面であり，劣化した吹付コンクリートのはつり取りが困難であることから，繊維モルタル増厚工を対策として施

工した．さらに背面地山の風化状況より，抑止力が必要な箇所では，鉄筋挿入による地山補強土工法を併用した． 

また，法面排水施設（集水ます，小段排水溝，たて排水溝）は，現地調査を踏まえ，用排水設計，施工を行った． 

（2）盛土部

本線盛土に集まる地下水の効果的な排除を目的とした盛土法面浸透水排除対策を実施した．地質調査結果より，

当初設計の盛土谷側での対策（集水井＋集水ボーリングφ40）ではなく，盛土山側での対策（集水井＋ST 集排水工

法）とした．対策実施後，地下水の低下または降雨時の地下水上昇抑制が確認され，盛土山側での浸透水排除対策

が機能を発揮し，効果があることが確認された（Photo.3）． 

◆◆ままととめめ
供用から 30 年以上経過する高速道路構造物が全体の 60%を超え全国的に老朽化が進んでいる．本工事は，「安

全・安心・快適」な高速道路空間を 100 年以上継続的に提供することを目標とする高速道路リニューアルプロジェ

クトにおけるトンネル，土構造物のパイロット工事である．

本工事における取り組みがトンネル，土構造物の長期保全を目指し，維持管理を考慮した高速道路のリニューア

ル工事計画の一助となれば幸いである．

 ＊ 土木事業本部 土木設計部 土工・開削グループ 

 ＊＊ 名古屋支店 土木部 中央自動車道辰野作業所 

 ＊＊＊  土木事業本部 インフラ再生事業部 
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PPhhoottoo..33 集集水水状状況況（（集集水水井井

φφ33550000））  
（（浸浸透透水水排排除除対対策策工工，，盛盛土土部部））  

PPhhoottoo..22 赤赤外外線線調調査査実実施施状状況況  

（（吹吹付付ココンンククリリーートト対対策策工工，，切切土土部部））（（辰辰野野トトンンネネルル））  

PPhhoottoo..11 内内巻巻補補強強工工完完了了  

【【  山山側側  】】  

【【  谷谷側側  】】  
名名古古屋屋方方面面  

東東京京方方面面  
既既設設管管φφ11000000  

SSTT 集集水水管管  

SSTT 集集水水管管  

対対象象法法面面  

（（  本本線線  ））  
対対面面通通行行規規制制中中  

流流末末  
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 ＊ 土木事業本部 橋梁イノベーション事業部 

 ＊＊ 東北支店 十和田作業所 

 ＊＊＊  東北支店 十和田作業所 ガイアート（出向） 

「コッター床版工法」による橋梁床版取替工事 

－NEXCO東日本 高速道路リニューアルプロジェクト－ 
Bridge Slab Replacement Work by the "Cotter Slab Method" 
-NEXCO East Expressway Renewal Project-
鬟谷亮太 ＊ 町屋孝浩 ＊＊ 高瀬忍 ＊＊ 尾花英俊 ＊＊ 川辰克世 ＊＊＊

◆◆目目的的
我が国のインフラ施設は，高度成長期に集中して整備されたため，50 年余りを経て一斉に更新時期を迎えてい

る．橋梁分野では，全国約 70 万橋の道路橋のうち，建設後 50 年を経過する橋梁は，2023 年には 43%，2033 年に

は 67%に達すると予測されている．特に RC 床版は，車両の大型化，交通量の増加等による疲労，飛来塩分や凍結

融解剤の散布等による塩害や，両者の複合劣化による損傷が著しいため，最新の技術で更新させることが急務とな

っている． 

このような現状から，NEXCO 3社は2015年度より高速道路リニューアルプロジェクトを開始し，各所にて更新工

事が鋭意進められている．高速道路のリニューアル工事では，高耐久性に配慮した構造へ更新すると同時に，通行

規制に伴う社会的影響を軽減し，利用者の利便性を可能な限り損なわない工法が特に求められている． 

以上の背景，社会的ニーズを踏まえ，株式会社熊谷組，株式会社ガイアート，オリエンタル白石株式会社，ジオ

スター株式会社は，急速施工，省人化，高品質化，取替性（メンテナンス性）の向上を目的とし，コッター式継手

を有する橋梁用プレキャスト床版（以下，コッター床版と称す）を開発した．

◆◆概概要要
コッター床版工法は，プレキャスト床版を機械式継手であるコッター式継手で接合する工法である．コッター式

継手は，C 型金物と H 型金物で構成され，C 型金物は床版製作工場で予め床版に埋め込まれ現地に搬入される．H

型金物は，現地で向かい合った C 型金物内に挿入し，ボルトで締付けて床版を連結する部材である．連結後，専用

目地材を注入し床版同士の接合を完了する． 

従来工法は，床版端部より鉄筋を突出させ，これを重ね合わせてコンクリートを打設するため，通常 300～400mm

程度の現場打ち部が必要となる．これに対しコッター床版工法では，床版端部に鉄筋の突出がなく，現場打ち部（目

地部）の幅は 20mm となる．これにより従来工法で必要であった現場打ち部の鉄筋組立，型枠組立・解体およびコ

ンクリート打設が不要となり，急速施工，省人化に大きく貢献することができる．

本報では，東北自動車道十和田管内高速道路リニューアル工事のうち小坂川橋（上り線）の床版取替工を対象に，

その施工状況と施工完了後に実施した載荷試験結果について報告する． 

◆◆ままととめめ
高速道路を通行止めにして行われる集中工事であるため，所定の期間内に確実に工事を完了する必要があること，

またコッター床版工法としては橋長 100m を超える高速道路での初施工であったことから，入念な施工計画と仮組

をはじめとした十分な事前準備を実施した．この結果，大きなトラブルもなく，所定の期間内に無事，工事を完了

することができた． 

当該工事では 5 橋の床版取替を予定しており，現在は，この内の 2 橋を完了したところである．今後の 3 橋につ

いてもコッター床版工法が採用されており，今回の施工結果に基づき，より速く，より確実な施工方法の確立，さ

らにはコッター式継手の軽量・小型化を目指す予定である． 

工工事事全全景景  ボボルルトト締締付付けけ状状況況  ココッッタターー床床版版架架設設状状況況 
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水力発電所施設改修および震災被害復旧 

－白川発電所 建屋補修・水車発電機基礎工事－ 
Renovation of Hydroelectric Power Station and Restoration from 
Earthquake Disaster 
寺井昌栄 ＊ 土屋任史 ＊ 中須賀大樹 ＊ 松田敏 ＊＊

◆◆目目的的
JNC 株式会社が所有する白川発電所（熊本県菊池郡大津町）は 1914 年（大正 3 年）に竣工し，100 年以上経過し

た建屋がレンガ造りの出力約 9,000kW を有する歴史ある発電所である．白川発電所リニューアル工事における水力

発電所の発電施設改修と，平成 28 年熊本地震および大雨被害からの震災被害復旧の施工記録を記す．特に導水路

については，トンネルが地震により閉塞した落盤部および，大雨による沢の流出によりトンネルが露出した損壊部

の復旧工事の施工は，貴重な事例であるのでここに紹介する．  

◆◆概概要要
白川発電所は，発電所，水圧鉄管，水槽，導水路トンネル（内径 2.273m，延長 3,078m），沈砂池，取水堰で構成

される流れ込み式の水力発電所である．建屋はレンガ造りの出力約 9,000kW を有する歴史ある発電所である．平成

29 年 4 月より改修工事を予定していたが，平成 28 年 4 月の熊本地震により発電停止し，発電施設で一部倒壊や損

傷等の甚大な被害を生じた．発電所建屋は半壊し，水槽は法面崩壊や中央壁の横ずれや各所ひび割れが発生した．

中でも導水路トンネルについては，大きく損傷し，落盤による閉塞や，沢の流出によるトンネル本体の露出が発生

した．また，地震後の大雨による河川増水に伴い，沈砂池から閉塞部までの 1,490m 間に土砂が流入し堆積した．

本稿では，これらの施設を復旧し運転再開するため，白川発電所リニューアル工事と合わせ，震災被害復旧工事を

実施した施工記録を報告するものである． 

1. はじめに

2. 発電所改修工事

建屋補修・水車発電機基礎工事にて，既設の建屋および水車発電機を取り壊し，建屋を新設し，水車発電機

基礎を構築した．

3. 水槽復旧工事

水槽山側法面保護工事および水槽内部補修工事の状況を説明する．

4. 導水路復旧工事

導水路トンネル概要と被害状況，堆積土砂撤去工事，落盤部復旧工事，損壊部復旧工事の仮設備や施工機械，

施工方法および使用材料などについて説明する．

◆◆ままととめめ
熊本地震発生から発電停止という予期せぬ事態になり，白川発電所施設全体に大きな被害をもたらし，これまで

に経験の少ない工事であった．協力業者，九州支店，本社の総力を結集することにより，約 4 年の工事を経て工程

通りの令和 2 年 4 月 1 日に運転開始した．本工事が今後増加が予想される老朽化した構造物に対する復旧・補強対

策の一助となると幸いである． 
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＊ 九州支店 土木部 電力土木工事所 

＊＊ 土木事業本部 インフラ再生事業部 
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都市部開削掘削工事における隣接工事を考慮した施工方法

の工夫・取組みについて―鴨居上飯田線（本宿・二俣川地

区）街路整備工事（その１２）― 
Ideas and Effort of Construction Methods Considering 
Adjacent Construction in Urban Excavation Work
赤石圭治 ＊ 細川清 ＊ 小澤洋 ＊ 杉村修 ＊ 山口哲司 ＊＊

◆◆目目的的
都市計画道路鴨居上飯田線は，横浜市の骨格となる幹線道路として重点的に整備が進められている 3 環状 10 放

射線状型の幹線道路を補完する道路として位置づけられており，延長約 13km の幹線道路である． 

このうち，本工事は二俣川地区周辺における道路網の整備工事で，一般的な開削工法による 3 連 1 層のボックス

カルバート築造工事であったが，相鉄線二俣川駅の再開発事業である『二俣川駅南口地区第一種市街地再開発事業』

に隣接し，また，再開発事業だけでなく，二俣川駅舎工事や自由通路整備工事，接続道路工事，下水道整備工事な

ど多数の工事が並行して実施された為，当初設計において計画されていた仮設計画や仮設設計について大きな見直

しが必要となり，工程についても大幅な短縮が求められた.

◆◆概概要要
本報では，このような厳しい施工状況において，他工事の施工計画を踏まえた上で本工事の施工計画や仮設設計

を見直し，さらに品質向上や工程短縮に努めたので，その対応策や効果について報告する． 

◆◆ままととめめ
【本工事における非対称土留め】（Fig.1） 

本工事の土留めは，片側が地山，反対側が再開発事業で新設する L 型擁壁と，偏土圧が作用する非対称な土留め

構造であった．再現解析の結果，本工事の切梁バネは擁壁の形状バネと不動点が無い切梁バネの合成バネで再現す

ることができ，また，土留め挙動は，一般的な土留めと比べ，変位や応力は大きく算出され，切梁反力は小さくな

る傾向となった．  

【本工事で採用した薬液注入工法】（Fig.1） 

隣接工事のグラウンドアンカーの影響を考慮して，1 本当りの注入範囲を 2m2 とすることが可能な New スリーブ

注入工法を初めて採用した．現場透水試験や注入孔を利用したルジオン試験，注入管を利用して設置した沈下棒に

よる掘削時の動態観測の結果，盤ぶくれ挙動は無く，高品質な改良地盤が形成されたことを確認した． 

【移動式型枠支保工】（Photo.1） 

 生産性向上と工程短縮を目的として足場兼用型枠支保工（くさび式型枠支保工）に改良を加え，移動可能な型枠

支保工とした．従来工法と比較して労務費で約 75%，工程で約 60%削減することができ，さらに安全面においても

約 85%の高所作業を減らすことができた．移動式型枠支保工は，施工性・安全性に優れ，原価・工程も大幅に改善

することが可能と考えられる． 

【流動化処理土による覆工桁の受替え】（Photo.2） 

路線バスの運行に支障する為，夜間の限られた時間内で覆工撤去を行う必要があったが，事実上難しく，また，

長期間の騒音・振動を伴う夜間作業は避ける必要があった．そこで，昼間作業にて富配合の流動化処理土により覆

工桁を受替え，養生期間を経た後，中間杭，主桁の撤去を覆工下で行った．一般的な覆工撤去と比べ，夜間の作業

量を大幅に減らすことができ，2 日間の夜間作業で構台の撤去から仮復旧を行うことができた． 

【プレキャスト床版】（Photo.3） 

本工事の掘削範囲に再開発事業の外部構造物が計画されており仕上げを行うことが困難であった．そこで，本設

利用可能なプレキャスト床版を用い，覆工撤去時においては流動化処理土による受替えを行った．プレキャスト床

版の採用により，再開発事業は予定通り竣工を迎えることができ，供用開始後においても沈下は認められなかった． 

＊ 首都圏支店 土木部 二俣川作業所

＊＊ 土木事業本部 土木設計部 土木・開削グループ

▽63.2

▽61.3

▽60.00

▽45.82
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 ＊ 関西支店 野村公園体育館 JV作業所 

 ＊＊ 関西支店 建築部 技術グループ 

全全景景  メメイインンアアリリーーナナ内内部部

立体トラス鉄骨屋根を用いた大空間を有する 

体育館の施工報告 ―野村公園体育館建設他工事― 
Construction Report of Gymnasium with a Large Space 
Using a Three-dimensional Truss Steel Roof

山田宗治 ＊ 手鹿則康 ＊ 芝田克彦 ＊ 長谷川信幸 ＊ 安井雄治 ＊ 水口瑛絵 ＊＊

◆◆目目的的
本物件は，滋賀県草津市の地域公園内にある市民体育館の老朽化に伴い，鉄筋コンクリートを主要構造とした体

育館の新築及び旧体育館の解体工事である． 

本物件の特徴として，外装仕上げの大半がコンクリート打放し仕上げであり，特に 1 階は階高 6m を超え，円形

柱に本実型枠を使用したコンクリート打放し仕上げとなっている．体育館の構成として，メインアリーナとサブア

リーナに分かれており，アリーナ上部は立体トラス鉄骨を用いた屋根で大空間を形成している．

本稿では，コンクリート打放し仕上げ工事と立体トラス鉄骨屋根施工時の取り組みについて報告を行う．

◆◆概概要要
本物件は，主要構造として鉄筋コンクリート構造を用いており，立体トラス鉄骨屋根はそれぞれのアリーナごと

に分かれた構造である．RC 躯体と立体トラス屋根の取り合いには支承が設けられており，立体トラス鉄骨屋根の

変形に追従している． 

仕上げとして，コンクリート打放し仕上げが多く用いられているが，階高が 6m 以上と高く水平打ち継ぎが発生

するため，極力打ち継ぎ目地を少なくできるよう，意匠を優先した外観に配慮し打設計画を行った．またコンクリ

ートの打放し仕上げは，杉本実仕上げ，はつり柄仕上げ，リブ付き仕上げと多種に分かれ，モックアップの製作及

び打設計画等を綿密に行った． 

立体トラス鉄骨屋根は，太陽工業株式会社の TM トラスを使用した．TM トラスの構造は，トラス材に軸力のみが

発生し，ピン接合である部材節点のグローブには曲げモーメントが発生しないため，各部材断面を小さくでき，体

育館等の大空間に適した架構である．立体トラスに作用する荷重は支承で支持されており，メインアリーナで 32

箇所，サブアリーナで 16 箇所の支承を設置し，最大変位として水平方向に±100mmが見込まれた設計である． 

◆◆ままととめめ
コンクリート打放し仕上げの施工については，階高が高く施工が難しいことと品質の高い仕上がりを目指すため，

作業員の人数を通常よりも多く配置し，作業所一丸となってコンクリート打設を行った．基礎躯体工事の段階から

打設方法やモックアップの製作を行い，事前検証を行ったことでスムーズな施工を行うことができた． 

立体トラス鉄骨屋根工事では，地上で地組ユニットを構成し組立を行ったことで，作業効率を向上させることが

できた．また立体トラスは工場塗装，母屋は現場に塗装ヤードを整備し，仕上げ塗装まで完了させた状態で鉄骨建

方を行ったことで，高所作業を削減し，品質及び安全性の向上と仮設資材の削減を図った． 
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特集

1 1

熊谷組技術研究報告　第79号／2020
大規模木造建築の基礎免震とハイブ
リッド工法施工報告／登倉・田中・
吾郷・野田・石井

大規模木造建築の基礎免震とハイブリッド工法施工報告 

―長門市本庁舎建築工事― 

登倉勉 * 田中正雄 * 吾郷都至男 * 野田賢一郎 * 石井大河 * 

旧長門市役所本庁舎は昭和 38年に建設され，施設の老朽化，狭あい化に加え，耐震性能がないことから， 

災害への備えを強化し，市民の安全・安心の拠点として，現庁舎敷地内に新庁舎の整備を行うこととした． 

平成 24年 12 月に策定した「長門市公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針」に基づいて， 

長門市産木材を活用した木造庁舎の建設に取り組み，構造材，内外装材に原木ベースで約 2,300m3の木材を 

3 箇年で調達して加工した．市民の『安全・安心』の拠点として，利用しやすく，親しみのある庁舎を木造 

で実現することをテーマにしている． 

キーワード：基礎免震・木造+RC ハイブリッド構造

１１．．ははじじめめにに  

長門市は，平成 24 年 12 月に『長門市公共建築物等に

おける木材の利用促進に関する基本方針』を定め，地域産

材を公共建築物に積極的に活用することとし，これまで

学校，市営住宅，スポーツ公園，道の駅等に市産材を活用

して建設してきた． 

新庁舎木造化は延べ面積 7,000m2 超えの地域産木材活

用の集大成プロジェクトとして位置づけ，全国に先駆け

て取り組んだ工事であった． 

長門市新庁舎は，災害への備えを強化，市民の安全・安

心の拠点として整備するため，構造形式の選定検討にあ

っては最終的に木造＋RC 造のハイブリッド構造―基礎免

震構造とした．一般的に 3,000m2を超える木造建築は，耐

火建築物とする必要がある．本建物では，主要構造部に大

臣認定を受けた構造方式を採用することにより耐火建築

物としている．1 階の柱・梁には 2 時間耐火性能の部材を

採用し，5 層にわたる木造化を図っている．本報告では，

木造新技術の施工に本社・支店と検討を重ね施工した技

術を報告する． 

FFiigg..11  長長門門市市本本庁庁舎舎位位置置 

 

２２．．工工事事概概要要  

工事名称：長門市本庁舎建築工事 

発注者：長門市 市長 

設計者：東畑建築事務所・藤田建築設計事務所・M.DESIGN 

ASSOCIATES 一級建築士事務所 設計共同企業体 

監理者：東畑建築事務所・藤田建築設計事務所・M.DESIGN 

ASSOCIATES 一級建築士事務所 設計共同企業体 

工事場所：山口県長門市東深川 1339 番地 2 

建築面積：1,962.35m2，軒高さ：GL＋22.4m 

延べ面積：7,202.26m2，基礎深さ：GL－3.8m 

構造規模：基礎（免震）RC 造， 

地上・RC＋木造（一部鉄骨造）5F. 

木構造耐火認定：COOLWOOD株式会社シェルター  

免震装置：株式会社ブリヂストン・株式会社免制震ディバ

イス.

PC 床材：株式会社富士野，バルコニーPC：株式会社建研 

（別途）電気設備工事：朝日工業社・森永水道 JV 

（別途）機械設備工事：栗原工業・山角電気設備 JV 

（別途）木材調達工事：ウッドネット西部やまぐち協同組

合・日本木造耐火建築協会 JV 

実施工期：平成 30 年 12 月 26 日～令和 2 年 3 月 31 日 
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＊中四国支店 建築部 長門市本庁舎作業所 
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