宇宙エレベーターの技術的課題への取組み

概要
2012 年の宇宙エレベーター建設構想の発表から 9 年が経過し，その間，
関連技術に関する研究を進めてきた。本論文では，
「宇宙エレベーター建
設構想」の技術的背景および建設に向けての課題について改めて整理し，
実際の宇宙環境下でのケーブル材料の強度や劣化に関する実験，ケーブ
ルの力学解析のための数値モデルの開発，クライマーの機構的設計の研究，
などへの筆者らの最近の取組み状況を概説する。

Recent Research Efforts towards Construction
of Space Elevator

Abstract
渕田 安浩
Yasuhiro Fuchita
（技術本部未来技術創造部）
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（技術本部未来技術創造部）
人見 尚
Takashi Hitomi

It has been nine years since our space elevator construction design
announcement in 2012, and related studies have been pushed
forward. In this article, we review our recent research efforts towards
the construction of a space elevator. After evaluating the technical
background of "the Space Elevator Construction Concept" and the
subjects to be overcome for that purpose, brief descriptions are
presented in relation to the results of the experimental study of cable
materials, the numerical simulation of cable dynamics, and the study
of the mechanical design of a climber.
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宇宙エレベーターの概念図
Scheme of Space Elevator

概要

MR を活用した品質管理システム
「holonicaTM」の開発
Development of MR Quality Management
System “holonicaTM”
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建 築 工 事 に お け る 品 質 管 理 の 基 本 は， 設 計 図 書 通 り に 施 工 が
な さ れ て い る か 確 認 す る こ と で あ る。 著 者 ら は MR（ 複 合 現 実：
Mixed Reality）を活用し，確認作業を簡略化した品質管理システム
「holonicaTM」を開発した。本論文では，システムの主要機能を解説し，
実現場における現実と BIM データの重ね合わせ精度，および，品質管
理業務へ適用した時の作業時間を検証する実験についてまとめた。実
験の結果，本システムをタブレット端末で用いた場合，位置補正マー
カーは，最大でも 12m 以下の間隔で配置することが適切であることが
わかった。また，内装仕上げ検査および是正確認作業に本システムを
適用したところ，約 30% の作業時間短縮効果が得られた。

Abstract
The inspection of construction to ensure that they have
been done as planned according to the design drawings
and specifications is an essential task for quality control in
the construction field. To simplify the task, we developed an
inspection system, “holonicaTM, ” which utilizes mixed reality
(MR). In this study, we introduce the main functions of the
system, and report the accuracy verification, and the comparison
between conventional inspection for interior finishing work and
the application of the system at an actual construction site. In
conclusion, the appropriate interval of the reference markers for
misalignment correction was a maximum of 12 m. Additionally,
we conclude that the system can reduce the time required for
inspection by 30% compared to the conventional method.

Masaya Nakamura
Takuma Nakabayashi
Yuichi Ikeda

MR を活用した品質管理方法の一例
Example of Quality Management Method using MR
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概要

FINAL-GEO® による実在 RC 建物の大規模非
線形 FEM 解析

近年，RC 造構造物を対象とした非線形 FEM 解析の精度が向上し，
建物全体を忠実に再現した大規模 FEM 解析も行われるようになってき
た。将来的には，建物全体をモデル化した FEM 解析を用いて，より
合理的な構造設計が行われるものと考えられる。本論は，その第一ス
テップとして，実在する RC 造建物を対象として，実物の形状を忠実
に再現した大規模モデルによる FEM 解析を行った。また，従来，構造
設計で用いられるフレーム解析による結果と FEM 解析の結果の比較を
行い，両者の差異を分析した。その結果，FEM 解析の保有水平耐力は，
フレーム解析と比較して約 1.3 倍程度となり，フレーム解析では考慮
されていない耐震壁の面外抵抗やパラペットの曲げ抵抗が両者の差異
の要因であることがわかった。

Large Scale Non-Linear FE Analysis for Real RC
Building by FINAL-GEO®
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Abstract

Jun Hino

FEM 解析による最小主応力コンター
Minimum Principal Stress Contour from FE Analysis Result

概要

水素タンク破裂による飛翔体と鋼製壁の高速
衝突シミュレーション

水素タンク等の高圧容器を扱う工場の鉄扉や構造壁においては，爆
発等による飛翔体（容器の破片等）の衝突が懸念され，それらに対す
る対策を行った安全設計を行う必要がある。しかし，タンクの破片が
飛翔し，高速で構造物に衝突した時の挙動に関する知見は少なく，不
確定要素に対して過度な安全率を見込んだ設計となりやすい。よって，
より合理的な設計を行うために実験データの蓄積が求められる。また，
これらの現象に対して FEM による再現解析を行う事例は増えてきてい
るが，解析の妥当性を確認するためには，実験による検証が必要不可
欠である。本報では，タンク破裂に伴う飛翔体と構造体の衝突現象に
対する解析技術の構築を目的とし，水素タンク破裂時の飛散挙動を模
擬した実験に対して，非線形 FEM による再現解析を実施した。その結
果，本報で提案する解析手法の妥当性と有用性を確認した。

High-Speed Collision Simulation of Flying Object
and Steel Wall Due to Hydrogen Tank Rupture

平田 寛
米澤 健次
小野 佳之
田畑 侑一
萩尾 浩也
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鋼製壁の最終破壊状況（実験との比較）
Final Fracture Status of Steel Walls

Abstract
Safety designs for the iron doors and structural walls of factories
with high-pressure containers such as hydrogen tanks are necessary
because flying objects such as container debris may collide with doors
and walls due to hydrogen explosions. However, few studies on the
collision of objects at high speeds have been conducted, and there is
insufficient information on a rational safety design. Recently, the use
of FEM for collisions has been increasing, and its usefulness has been
acknowledged. The FEM for collision can be a useful tool with validity
based on experimental data. In this study, we conducted an FEM to
reproduce the collision of tanks in previous experiments. The validity
of the proposed FEM was confirmed.
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特集論文

Recently, the accuracy of nonlinear FE analysis for RC structures has
improved, and large-scale FE analysis that accurately reproduces the
entire building has also been performed. In the near future, a rational
structural design will be performed using FE analysis. In this study, an FE
analysis was conducted for an existing RC building using a large-scale
model. The results of the frame analysis used in the conventional design
were compared with those of the FE analysis. Consequently, the building
bearing capacity of the FE analysis was approximately 1.3 times that of the
frame analysis. The difference was attributed to the fact that the out-ofplane resistance of the shear wall and bending resistance of the parapet
were not considered in the frame analysis.

AI による AMD 制御システム開発

概要
近年，構造設計や建築制御の分野に AI を適用しようとする研究開発
が活発化している。AI の一種である強化学習は非線形の場合を含む一
般的な制御則を試行錯誤的に学習する枠組みであり，ゲーム戦略の獲
得やロボットの制御で成功を収めている。本報においては，屋内ブリッ
ジ（渡り廊下）の歩行振動および建物の風揺れを制振対象とした AMD
の制御則を，強化学習により獲得する試みについて報告する。学習し
た制御則を用いたシミュレーション及び，実機システムに適用した実
験により，従来の最適制御による制御則を上回る制振効果が得られる
ことが明らかとなった。

Development of AMD Control System by AI

青山 優也
Yuya Aoyama
中塚 光一
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（設計本部）
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Abstract
In recent years, research and development to apply AI to the fields
of structural design and building control has become more active.
Reinforcement learning, which is a type of AI, is a framework for
learning general control rules, including non-linear cases by trial
and error, and has been successful in acquiring game strategies and
controlling robots. In this paper, we report an attempt to learn the
AMD control law for damping the walking vibration of an indoor
bridge (crossing corridor) and wind vibration of a building by
reinforcement learning. The simulation using the learned control law
and the experiment applied to the actual system confirmed that the
vibration control effect exceeded the control law by the conventional
optimal control.

特集論文
実験結果の 1/3 オクターブ分析
1/3 Octave Analysis of Experimental Result

建設業における生物多様性保全の取り組みと
DNA 解析技術がもたらす変化

概要
1992 年から 2021 年の 30 年間に実施した建設工事に関連する生物多
様性保全の業務のうち，記録のある 223 件の情報を整理して報告する。
各事例について，対応した 3 つの段階，対応の実施内容を 6 種類，何の
ための対応か目的別の 8 種類に分類し，件数を集計し，5 年ごとの変化
を調べた。また，それぞれの事例についてキーワードを入力して，件数
が多かったキーワード事例（ビオトープ，貴重植物，猛禽類，緑化技術，
昆虫類）の取り組みをまとめた。さらに近年急速に進展した DNA 解析技
術について解説し，貴重な淡水魚の保全対策の事後モニタリングへの応
用例を報告し，DNA 解析技術がもたらす変化の展望（水生生物モニタリ
ング，森林表土評価）を記す。最後に建設業における生物多様性保全の
課題についてまとめた。

Biodiversity Conservation Initiatives in
Construction Industry
and Changes Caused by DNA Analysis
Technology
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Abstract
We report 223 documented cases of work related to biodiversity
conservation conducted over a 30-year period from 1992 to 2021.
We classified each case into three corresponding stages, six types of
implementation actions, and eight categories of purpose, and examined
the number of cases and their changes over five years. In addition,
keywords with a large number of cases are summarized. We then explain
DNA analysis technology, which has made rapid progress in recent years,
report its application to the ex-post monitoring of conservation surveys
for valuable freshwater fish, and describe the prospects for changes
caused by DNA analysis technology. Finally, the challenges of biodiversity
conservation in the construction industry are summarized.

Manabu Terai

淡水魚類の採取調査
Collecting and Surveying Freshwater-Fishes
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概要

堤体盛土でのローカル 5G を用いた複数重機連
携の遠隔操縦実証実験

ローカル 5G を利用した建設機械の遠隔操縦の実工事への適用を目
的として，堤体盛土の実現場の施工において実証実験を実施した。実
証実験では，遠隔操縦やマシンコントロールによる施工において、3D
レーザースキャナ・加速度計などのセンサを組合せ，リアルタイムで
盛土の品質管理を行うための「統合施工管理システム（以下，本シ
ステムという）」の試行も併せて行った。その結果，5G の大容量デー
タ通信により，高品質な映像環境（2K × 5 ～ 6 台）で，建設機械の
遠隔操縦が違和感なく行える目標指標である End to End 遅延時間が
200msec 以下の結果を得ることができた。また，3D レーザースキャ
ナによる転圧前の敷き均し高さの確認や転圧後の仕上がり高さ・平坦
性の確認，締固め品質管理等をリアルタイムに行えることを確認でき，
本システムの有効性を検証することができた。

Remote Control Verification Experiment Using
Local 5G in Dam Embankment
稲川 雄宣
Yusen Inagawa
古屋 弘
Hiroshi Furuya
丹羽 宣道
Norimichi Niwa
岩下 正剛
Seigo Iwashita
（ロボティクス生産本部）
羽立 征治
Seiji Hatachi
（西日本ロボティクスセンター）
堀尾 訓之
Toshiyuki Horio
（西日本ロボティクスセンター）
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Abstract

ローカル５Ｇを用いた重機の遠隔操縦実証実験
Remote control verification experiment using local 5G

概要

循環型林業における人工光苗木育成技術の
研究

我が国の林業については，外材から国産材利用への転換，木造建築
への利用推進により，国産材需要が回復してきた。一方，伐採後に植
林する苗木が不足しており森林の永続的な利用が困難になっている。
そこで，森林を循環利用するための課題の一つである，苗木を安定的
供給する技術を開発することを目的として，人工光環境制御による苗
木の高効率育成についての研究を行った。併せて，苗木育成過程にお
いて炭素排出が認められるものの，植林後の樹木の炭素固定により相
殺効果があることを明らかにした。本技術は CO2 吸収に大きく貢献す
る技術である。カーボンゼロが世界的に求められている中で，実施に
向けて展開していく。

Seedlings Cultivation Technology Using Artificial
Light on Circular Forestry

下山 真人
溝田 陽子
高橋 真一
赤松 伯英
（技術本部）

Masato Shimoyama
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Shinichi Takahashi
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Abstract
The demand for domestic timber has recovered in Japan owing
to the shift from the use of external timber to domestic timber and
the promotion of wooden buildings. Moreover, there is a shortage
of seedlings to be planted after logging, which makes it difficult to
use the forest permanently. In this study, we conducted research
on the high-efficiency cultivation of seedlings using artificial light
environment control, with the aim of developing a technology for the
stable supply of seedlings, which is an issue for the recycling of forests.
We determined the carbon emissions in the process of growing
seedlings and the offsetting effect of the carbon fixation of trees after
planting. This is a technology that significantly contributes to CO 2
absorption. As carbon zero is required worldwide, we will develop it
for implementation.

栽培棚における栽培状況
Cultivation Situation of the Larch
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特集論文

A demonstration experiment of the remote control of construction
machinery using local 5G in the construction of an actual site was
conducted. In this experiment, an attempt was made to develop an
"integrated construction management system" that can implement realtime quality control by combining sensors such as a 3D laser scanner and
accelerometer with remote operation and machine control. Consequently,
using 5G high-capacity data communication, we successfully obtained
end-to-end delay measurement of 200 ms or less, which is a target
index for the remote control of construction equipment. Moreover, the
effectiveness of this system was confirmed by measuring the leveling
height and flatness before and after rolling with a 3D laser scanner.

床版取替工法「DAYFREER」における
「スリムクリートR」の圧送による合理化施工技術

概要
道路橋の床版取替工事において，工期短縮と品質向上の観点から超
高強度繊維補強コンクリート「スリムクリート ®」を用いた施工技術
を展開している。その中で，夜間 1 車線規制下で床版取替が可能と
なる「DAYFREE®」を実用化した。この DAYFREE においては，PCa 床
版同士の接合部へのスリムクリートの圧送が求められる。しかし，ス
リムクリートのような高粘性材料の圧送性に関する知見は少ない。そ
こで，スリムクリートの圧送性に関するデータの蓄積を目的として，
輸送管の種類，圧送距離および吐出量などを変えた圧送実験を行っ
た。その結果，実際の施工を模擬した配管にて，品質を保持しながら
圧送が可能であることを確認し，吐出量と管内圧力損失の関係を見出
した。この結果，スリムクリートの汎用的な圧送計画が可能となり，
DAYFREE による床版取替工事を進める上で，合理的な施工を実現した。

Rational Construction Technology by Pumping of
“Slim-CreteR”
on Bridge Deck Replacement Method “DAYFREER”
川西 貴士
石関 嘉一
岩城 孝之
（土木本部）
仲田 宇史
（土木本部）
釘宮 晃一
（土木本部）
村上 隆弘
（土木本部）
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Yoshikazu Ishizeki
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Abstract

Akikazu Kugimiya

In road bridge deck replacement work, the construction method
"DAYFREE®" can replace the deck under nighttime, with one-lane
closure being deployed. In this method, ultra-high-strength fiberreinforced concrete "Slim-Crete®" needs to be pumped to the joint of
the precast deck. Therefore, a pumping experiment simulating actual
construction by changing the type of conveying pipe, conveying
distance, and pumping rate was conducted. Consequently, the
quality after pumping was ensured, and the relationship between the
pumping rate and pressure loss was confirmed. The general-purpose
pumping plan of Slim-Crete and rational construction on DAYFREE has
become possible.

Takahiro Murakami

特集論文
床版の接合部への圧送方法
Pumping Method to Bridge Deck Joint

概要

プレキャスト床版接合工法
「スリムファスナーR」の曲げ耐力評価に
関する研究

高速道路の床版取替工事へ適用するプレキャスト床版接合工法「ス
リムファスナー」は大幅な工期短縮を実現する技術であるが，その配
筋ディテールは海外類似技術を参考とした安全側の思想で決定されて
おり，接合部の破壊メカニズムを解明することにより，設計の合理化
を図る余地がある。鉄筋と「スリムクリート ®」の付着強度を合理的
に評価できれば，鉄筋埋込長の最適化による接合幅の短縮とスリムク
リート打設数量減による設計の合理化が可能となる。本研究ではスリ
ムファスナーを模擬した鉄筋の引抜き実験から引抜き耐力評価式を立
案し，評価式による接合部曲げ耐力の評価精度を曲げ載荷実験で検証
した。さらに，接合幅を短縮したスリムファスナーの疲労耐久性を輪
荷重走行試験で確認した。その結果，従来の接合幅を約 20% 短縮でき
る可能性が確認できた。

Flexural Capacity Evaluation of Precast Deck
Connection Method “Slim FastenerR”
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Abstract

Tatsuro Kumazaki
Kazunari Sasaki
Koichi Tanaka

The precast deck connection method "Slim Fastener" can
significantly shorten the construction time. However, further cost
reduction is required. The rebar details of the Slim Fastener were
determined without clarifying the fracture mechanism, because the
Slim Fastener was developed with reference to the overseas precast
deck connection method. The evaluation of the bond strength
between the rebar and "Slim-Crete®", and the flexural capacity can
shorten the rebar embedment length. This means that the cost of
Slim-Crete can be reduced. A pull-out test was performed to establish
an evaluation method for the pull-out rebar strength from Slim-Crete.
The evaluation method was verified by bending and wheel-loading
tests. As a result, the connection width of the Slim Fastener can be
shortened by 20%.

曲げ載荷実験による耐力評価式の検証
Verification of Flexural Capacity Evaluation Method
by Bending Test
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防水性能を付与したプレキャスト床版
「スリムトップR」

概要
劣化した道路橋床版の取替工事では，工期短縮，品質向上の観点から
プレキャスト床版が用いられており，現場施工の急速化，耐久性の向上
が図られている。床版劣化の主要因は，床版コンクリートへの水の浸入
であることから，一般的に現場で床版上面に防水工が施工される。しか
し，防水工の施工は天候に左右され，天候不良による工程遅延のリスク
があった。また，更新される床版は設計供用期間が 100 年であるが，防
水工は 30 年に 1 度の更新が必要であった。そこで，高強度で耐久性に優
れた超高強度繊維補強コンクリート「スリムクリート ®」を床版上面に配
置し，あらかじめ防水性能を付与したプレキャスト床版「スリムトップ」
を考案し，その力学的性能を確認するため，各種実験を行った。その結
果，
スリムトップは要素実験により 100 年間供用するために必要な防水性，
一体性を有していること，輪荷重走行試験により疲労耐久性を有してい
ることを確認した。

Development of Waterproof Precast Deck
“Slim-TopR”
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Abstract

特集論文

In the renewal work of old road bridges, precast decks are used to
shorten the construction time and maintain quality. A waterproof
layer at the top surface of the deck was applied to avoid concrete
fatigue. However, waterproofing is one of the causes of construction
time delay because waterproof work must be carried out under dry
conditions. Therefore, a new precast deck "Slim Top" was developed
to omit waterproof work at the site. It shows excellent waterproof
performance and has ultra-high-strength fiber-reinforced concrete
"Slim-Crete®" on the top of the deck. Experiments were conducted to
confirm the waterproofing performance. It was confirmed that Slim
Top has the waterproofness and durability required for 100 years of
road track service.

スリムトップの構造
Outline of Slim-Top

概要
公共建築物木材利用促進法などにより，国産木材の利用拡大が推進
されている。しかし，木材は可燃物であるため内装材料として使用す
る場合，不燃化する場合がある。従来の不燃木材は水溶性の難燃剤を
針葉樹に加圧注入して製造するが，施工後に白華し美観を損ねやすく，
防火性能の低下なども懸念される。こうした問題を解決するため難燃
剤を使用しない新たな不燃木材「アルファティンバー」を開発した。
本不燃木材は，特殊なアルミニウム箔複合シートを基材となる木材に
張り合わせることで不燃化しており，表面のツキ板は様々な樹種を選
べることが特徴である。また，シートを剥がすことでマテリアルリサ
イクルが可能である。

Development of New Incombustible Wood
“Alpha TimberR”
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Abstract
The use of timber is expanding because of the Law for the
Promotion of Timber Utilization in Public Buildings. However, because
wood is a combustible material, it must be incombustible when
used as an interior material. Generally, non-combustible wood is
manufactured by injecting a water-soluble flame retardant into conifer
wood under pressure. The flame retardant may seep out to the surface
of the wood after construction and stain white, which may reduce
the fire protection performance. To prevent this, we developed a new
non-combustible wood ("Alpha Timber"), which does not use flame
retardants. This non-combustible wood is made by laminating an
aluminum foil composite sheet onto the wood, and the surface can
be finished with various wood sheets. In addition, the material can be
recycled by peeling off the sheet.

高橋晃一郎 Koichiro Takahashi
森田 敦
Atsushi Morita
我妻 信行
Nobuyuki Wagatsuma
（内外テクノス）

アルファティンバーの断面構成
Cross-sectional Structure of Alpha Timber
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新不燃木材「アルファティンバーR」の開発

概要

コンクリート品質管理システム
「コンクルードR」の開発

近年，生産性向上という建設業界全体の課題への対応として，ICT
を利用したコンクリート工事の品質管理業務の効率化が求められてい
る。開発した「コンクルード ®」は，Microsoft Excel を利用した「打
設計画書作成システム」，iPad などのスマートデバイスを利用した「受
入承認システム」で構成されている。当該システムは入力データを連
携することで，多重入力をなくし，コンクリート工事の品質管理業務
を効率化する。打設計画書作成システムは，打設に必要な情報を一元
管理し，この情報を基に出荷手配，打設計画，作業指示書などの書類
を作成するシステムである。受入承認システムは，試験場所から離れ
た場所にいる工事担当者がスマートデバイスを使ってコンクリートの
受入試験結果を確認し，承認するシステムである。両システムの導入
により，某現場では 1 回の打設あたり 90 分程度の作業時間を削減す
ることが分かった。

Development of Concrete Quality Management
System “ConQludeR”

都築 正則
Masanori Tsuzuki
神代 泰道
Yasumichi Koshiro
山本 直輝
Naoki Yamamoto
（東京本店建築事業部品質管理部）
佐藤 洋平
Yohei Sato
（デジタル推進室デジタル推進第二部）
小島 健司
Takeshi Kojima
（建築本部本部長室）
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Abstract
To increase productivity, there is a need to improve the operation
efficiency using ICT. To improve the efficiency of concrete quality
control, “ConQlude®” was developed. By sharing the input data from
the concrete works, multiple input work is reduced by the system. It
consists of the “System for creating documents of casting plan” and
the “System for approving acceptance” . The former system centrally
manages the necessary information and prepares various documents.
The latter system can check the results of the acceptance tests of
concrete at locations far from the test site. With both systems, we
successfully reduced the work time by approximately 90 min per
casting.

コンクルードの概要
Image of “ConQlude”

特集技術紹介

コンクリート打放しの耐久性を向上する
仕上げ材「シェルトクリヤ TM」の適用

概要
コンクリートの中性化や塩分浸透の抑制による RC 構造物の耐久性
向上や，打放し面の美観性向上の効果が期待できる打放しの仕上げ用
クリヤ塗料「シェルトクリヤ TM」を開発した。透明なクリヤ仕様は，
下地コンクリートの色調をそのまま活かした仕上がりにできる。カラー
クリヤ仕様は，打放しの風合いを残しつつ，コンクリート素地自体の
色むらを目立たなくし，美しい仕上がりにできる。シェルトクリヤを
新設建築物の外壁面に適用した。クリーンクリートR との組合せにお
いても，塗装後の高い表層品質，良好な塗膜付着強さ，中性化の高い
抑制効果を確認した。今後，建築物や土木構造物に幅広く適用してい
きたい。

Applications of Finishing Material “Shelt-ClearTM”
to Improve Durability of Exposed Concrete
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植松 俊幸
堀田 和宏
小林 利充
神代 泰道

Abstract
“Shelt-Clear” was developed for finishing exposed concrete to realize
the effect of improved durability of RC structures by the suppression of
the neutralization of concrete and salt penetration, and also to improve
the aesthetics of the exposed concrete surface. The transparent clear
coating achieves finishes with the actual color tone of concrete. The clear
colored coating makes the color unevenness of the concrete itself less
noticeable while leaving the texture of the exposed concrete. “SheltClear” was applied to the outer wall of a new building. A high surface
quality after coating, enough adhesion strength of the coating film, and
a high suppression effect on neutralization of concrete were confirmed
even in combination with low carbon emission concrete, “Clean-crete.”
Various applications of “Shelt-Clear” are considered for building and
infrastructure.

Toshiyuki Uematsu
Kazuhiro Hotta
Toshimitsu Kobayashi
Yasumichi Koshiro

シェルトクリヤの仕上がり状態
Finished State of Shelt-Clear
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概要

新規微細藻の生産とその特徴

富山大学との共同研究により，人の体内で合成することができない抗
酸化作用を持つルテインなどのカロテノイドやα - リノレン酸などの不飽
和脂肪酸を産生する新規の微細藻を選抜した。本報告では，選抜した藻
の特徴や含有する栄養成分及びこの藻を利用した健康食品等への展望に
ついて示した。

Production of Novel Microalga and Their
Characteristics

Abstract
Through cooperative research with researchers at Toyama University,
we identified a novel microalga that produce carotenoids, such as
lutein, and unsaturated fatty acids, such as α -linolenic acid with an
antioxidative effect, that cannot be synthesized in the human body.
In this report, we describe the characteristics of the newly identified
algae, their nutritional components, and the prospects for future use
of the algae in healthy foods.
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山本 縁
千野 裕之
緒方 浩基

Yukari Yamamoto
Hiroyuki Chino
Hiroki Ogata

人工知能を用いた岩種判定システム

概要
山岳トンネル工事では，切羽と呼ばれる掘削面の岩石の種類（岩種）
などの地質状況を日々観察し，それを安全管理にも利用している。岩
種の判定精度は切羽観察者の経験等によってまちまちであった。そこ
で，AI（ディープラーニング）を用いて，岩塊の写真から岩種を判定
するシステムを開発した。7 つの岩種（砂岩，頁岩／粘板岩，チャー
ト／珪質頁岩，石灰岩，緑色岩，蛇紋岩，花こう閃緑岩）の教師デー
タを集めて学習させたところ，平均で約 85% の正答率が得られた。こ
の学習モデルを用いた岩種判定システムを、タブレット PC 等で使用
できるように、ウェブブラウザ上で構築した。

Rock Type Judgement System Based on
Artificial Intelligence Technique
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奥澤 康一
中岡 健一

Abstract
In tunneling projects, we observe geological conditions such as rock
types on the tunnel face daily. Facial observation is usually conducted
by site engineers, and the precision of the rock type judgment highly
depends on the experiences of the site engineers. Therefore, we
developed a rock type judgment system that determines the rock type
from the photos of the rock using AI. Training data for seven rock types
(sandstone, shale/slate, chert, limestone, green rocks, serpentinite,
and granodiorite) were collected and learned by AI. Consequently,
the percentage of correct answers in the learning model reached 85%
on average. Using the learning model, we established a rock type
judgment system, which is available on the Web by a tablet PC.

Koichi Okuzawa
Kenichi Nakaoka

岩種判定システムの流れ
Flowchart of the Rock Type Judgement System
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AB-1C 株の透過型電子顕微鏡像
Transmission Electron Microscope Image of Microalgae
(strain AB-1C)

概要

3D プリンタを用いたコンクリート構造物の
自動化施工の取組み

建設業は就労人口や熟練工の減少と現場の生産性向上などの難題に直
面している。とくにコンクリート工事の生産性は 30 年間ほとんど変化して
おらず，生産性の向上は急務の課題である。よって，コンクリート構造物
の自動化施工の検討はコンクリート構造物の生産性向上と品質確保のため
に取り組むべき課題として必要不可欠である。現在，建設業界では，他の
産業における発展と実用化が著しい 3D プリンティング技術の構造物構築
への応用について検討を行っている。さらに，すでにトンネル工事等で適
用している吹付けコンクリートや ICT 技術なども活用することによって，生
産施工向上に期待できる。そこで，他の建設会社に先駆けて，大林組が現
在取り組んでいる 3D プリンティング技術や吹付けコンクリートによる先
駆的な自動化施工の現状を紹介するとともに国内外の状況について記載し
た。

Automated Construction of Concrete Structures
Using 3D Printers

石関 嘉一
金子 智弥
坂上 肇
中村 允哉
武田 篤史

Yoshikazu Ishizeki
Tomoya Kaneko
Hajime Sakagami
Masaya Nakamura
Atsushi Takeda
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Abstract
Today’ s construction industry faces serious problems due to the
declining working population and shortage of skilled workers. In
addition to this demographic issue, concrete construction productivity
has not changed in the last 30 years, and there is an urgent need to
improve it. The automatic construction of concrete structures is key
to improving this stagnant productivity. With the significant advances
brought about by 3D printing technology, the construction industry
has also attempted to introduce it. Productivity gain can be expected
by combining this new technology with the ICT technology and
sprayed concrete. This paper describes the current stage of Obayashi’
s pioneering automatic construction of sprayed concrete and 3D
printing technology development, and how these technologies are
applied to the general construction industry in Japan.

ロボットによる吹付状況
Spraying by Robot

概要

流動性を高めた「クリーンクリートR」の
地上構造物への適用

CO2 排出量の削減という課題解決のため，大林組は低炭素型のコンク
リート「クリーンクリート」を開発し，2010 年度に初適用して以来，2020
年度までの累計の打込み量は 30 万 m³ に達している。今回，
クリーンクリー
トの普及拡大を目指し，地上構造物となるコンクリート打放し壁部材へ適
用した。適用に際しては，耐久性に優れるクリヤ塗料「シェルトクリヤ™」
により中性化抵抗性を付与した。さらに高炉スラグ微粉末による材料分離
抵抗性の付与を期待して，高流動コンクリートとした。その結果，美観と
耐久性に優れる打放し仕上げの壁部材を構築することができた。

Application of High-Fluidity Clean-creteR to
Ground Structure

特集報告

神代 泰道
Yasumichi Koshiro
並木 憲司
Kenji Namiki
（東京本店建築事業部）
植松 俊幸
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Toshimitsu Kobayashi
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Abstract
To solve the problem of CO 2 emissions, Obayashi Corporation
developed a low-carbon concrete “Clean-crete,” . Since its first
application in 2010, the cumulative application has reached 300,000
m³. To expand the use of “Clean-crete” , it has been applied to
exposed concrete wall members of ground structures. When applied,
the neutralization resistance was imparted with the highly durable
clear paint "Shelt-Clear". In addition, high-fluidity concrete was used
to impart the material separation resistance with a fine powder of
blast furnace slag. As a result of the application, exposed concrete wall
members with excellent esthetics and durability were constructed.

クリヤ塗料「シェルトクリヤ」による中性化抵抗性の向上と
流動性を高めた「クリーンクリート」
Improvement of Neutralization Resistance by "Shelt Clear"
Clear Coating and High-Fluidity "Clean-crete"
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概要

高性能防食鉄筋「サンドグリップバーR」の品質
管理に向けた検討

海岸の近くに構築される沿岸構造物や融雪剤を散布する寒冷地の道路
構造物に用いる鉄筋コンクリートは，塩害に対する耐久性の確保が重要
な課題となる。そこで，鉄筋表面を耐候性に優れ伸び能力の高いポリビ
ニルブチラール樹脂で被覆することで耐食性能を確保し，さらに珪砂を
塗布することでコンクリートとの付着性能を付与した高性能防食鉄筋「サ
ンドグリップバー」を開発した。サンドグリップバーを現場に適用する
にあたり，量産時の品質安定性確保のため，製造時の品質管理項目として，
珪砂の付着量および曲げ加工時の環境温度の管理値について，
コンクリー
トとの付着試験およびポリビニルブチラール樹脂の引張試験により検討
した。その結果，珪砂の付着量は 120g/m2，曲げ加工時の環境温度は 5℃
以上で管理することとした。

Examination of the Quality Control of
High-Performance Anti-Corrosion Reinforcing Bar
“Sand Grip BarR”
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石田 知子
太田 健司

Abstract
Reinforced concrete used for coastal structures and road structures to
which snow melting agents are applied must ensure durability against
salt damage. Therefore, a high-performance anti-corrosion reinforcing
bar, "Sand Grip Bar" was developed. It is coated with polyvinyl butyral
resin with light resistance and high elongation to ensure anti-corrosion
performance, and silica sand was added to improve adhesion to
concrete. The quality control value of the adhesion of silica sand and the
environmental temperature during bending were examined by adhesion
and tensile tests. It was concluded that the adhesion amount of silica
sand should be controlled at 120 g/m2 or more and the environmental
temperature at 5℃ or more.

Tomoko Ishida
Kenji Ota

1 年間の暴露試験後の鉄筋の状況
Reinforcing Bar Condition after A Year Exposure Test

概要

大林組ロジスティックスの開発

井田 慎太郎 Shintaro Ida
金子 智弥
Tomoya Kaneko
大本 絵利
Eri Omoto
笹原 大介
Daisuke Sasahara
（ロボティクス生産本部）
柏 友仁
Tomohito Kashiwa
（東日本ロボティクスセンター）
土屋 貴史
Takashi Tsuchiya
（ビジネスイノベーション推進室）
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Abstract
In recent years, the expectations for the mechanization and
automation of construction have been increasing owing to the labor
shortage of construction work. Obayashi developed autonomous
material logistic systems for construction sites that can be connected
to an elevator system at the site to reduce material handling. Site
managers can choose the best system for the construction site given
their size and materials. Connection to the elevator of each system
enables autonomous transportation to destinations far from the
material stockyard. We tested each system at the construction site to
evaluate its effectiveness.

大林組ロジスティックスの概要
Overview of Logistics System
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近年，建設業の労務不足に伴い，建設作業の機械化・自動化への
期待が高まっている。特に工事現場内での資機材の搬送作業は単純
繰返し作業であり，建設工事全体の中でも多くの工数を占めるため，
機械化による省力化効果が大きい。そこで大林組では搬送作業の省
人化を目的として，工事現場内のエレベーターとも連携可能な複数
の資材自律搬送システムを開発した。開発したシステムから，工事
現場の規模や搬送する資材など様々な条件を考慮し，最適なシステ
ムを選択することが可能である。いずれのシステムにおいても，工
事現場内のエレベーターと連携した搬送を行うため，資材ヤードか
ら遠く離れた目的地までの無人搬送が可能となっている。各システ
ムについて，工事現場内における実証を行い，有効性について確認
中である。

Development of Automated Logistics Systems

高強度・厚肉鉄骨柱への現場ロボット溶接工
法の適用

概要
現場溶接作業の省力化・省人化のため，大林組は鉄骨柱・梁の様々
な現場溶接作業を自動化できる「現場ロボット溶接工法」を建設業界
に先駆けて開発し，実用化した。一方，近年は高層建物を中心に高強
度鋼材の利用が増加しており，特に高強度・厚肉鉄骨柱への適用拡大
が求められている。そこで本工法で高強度・厚肉鉄骨柱を溶接し，溶
接部の各種検査・試験を通して本工法の適用性を検討した。得られた
結果を以下に示す。1) 本工法を用いた高強度・厚肉鉄骨柱の溶接部は
外観が良好であり，溶接部に必要な各種機械的性質を満足した。2) 本
工法を 550N/mm2 級厚肉コラム柱に適用した結果，良好な溶接品質が
得られ，溶接技能者と同等以上の溶接歩掛を実現できた。3) 既報の結
果と合わせ，本工法の適用範囲は梁に関して最高 550N/mm2 級鋼まで，
柱のうちコラム柱・BOX 柱に関して最高 590N/mm2 級鋼まで拡大でき
た。

Application of Site Robot Welding Method to
High-Strength and Thick Steel Column

浅井 英克
Hidekatsu Asai
鈴井 康正
Yasumasa Suzui
大塚 英郎
Hideo Otsuka
（東京本店建築事業部）
白井 嘉行
Yoshiyuki Shirai
（東京本店建築事業部）
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Abstract
In recent years, the use of high-strength and thick steel materials
has been increasing, especially in high-rise buildings. To save labor
and ensure the quality of site welding, we examined the applicability
of Obayashi's "Site Robot Welding Method" to high-strength and thick
steel columns. The results of this study are as follows: 1) The welded
parts produced by this method satisfied the required mechanical
properties. 2) As a result of on-site application to high-strength and
thick RHS columns, a good welding quality was obtained. 3) Combined
with the previous report, this method applied up to 550 N/mm2 class
steel for beams and up to 590 N/mm2 class steel for the RHS and BOX
columns.

現場ロボット溶接工法の適用状況
Application Status of Site Robot Welding Method

概要

都市木造の実現に向けた構造技術の開発

木造建築は，循環型社会の形成や国産林の活用，地域経済の活性化
に貢献するものとして注目されている。都市部においても，耐火構造
とすべき木造建築物の規模が緩和されるなど，今後は「都市木造」（都
市部における中高層木造建築）の実現が期待されている。2010 年の公
共建築物等木材利用促進法の制定以降，低層の公共建築物における木
造化が進んでおり，今後は更に民間建築物による都市木造の普及を促
す法改正が行われようとしている。民間側でも，脱炭素社会の実現に
向けたカーボンニュートラルの観点から都市木造を推進しつつあり，
大林組では日本初となる 11 階建て高層純木造耐火建築物（OY プロジェ
クト）に取り組んでいる。本稿では，OY プロジェクトに採用した技術
を紹介すると共に，併せて大林組における木造技術開発への取り組み
を報告する。

Development of Structural Engineering
for Realization of Metropolitan Timber
Architecture

特集報告
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Abstract
Urban wooden construction is in the spotlight because it contributes to
establishing a recycling-based society and revitalizing the local economy.
Since the enactment of the Act for Promotion of Use of Wood in Public
Buildings in 2010, wooden construction among low-rise public buildings
has been increasing. Private sectors are also promoting urban wooden
construction from the perspective of SDGs. Obayashi Corp. is working on
the construction of Japan’ s first 11-story high-rise fully wooden and fireresistant building “OY Project” , as part of the development of wooden
technology. We introduce the technology adopted for the “OY Project”
and report our existing efforts to develop structural technology that
contributes to the advancement in the technology of wooden structures.

「OY プロジェクト」外観パース
Perspective Image of “OY Project”
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大林組のグリーンインフラ技術

概要
グリーンインフラの概念は欧米を中心に社会インフラに取り入れら
れてきており，我が国でも多くのプロジェクトで採用され始めている。
そこで本稿では，これまで大林組が開発してきた技術のうち，グリー
ンインフラ技術として再評価できる技術を山里，都市，海辺の 3 つの
エリアに分けて紹介する。山里を対象とした技術では，法面や斜面の
緑化に関する技術や水質浄化に関する技術が挙げられた。都市を対象
とした技術はヒートアイランド緩和や都市型洪水の抑制を目的とした
ハード技術に加え，グリーンインフラの機能評価を行うソフト技術が
挙げられた。海辺を対象とした技術は，アサリをはじめとする生物の
生息環境を創り，そのサービスを享受することを期待する技術等が挙
げられた。今後は SDGs やカーボンニュートラルなどのトピックスも
取り入れながら，グリーンインフラ関連技術のさらなる研究開発を推
進していく。

Green Infrastructure Technologies of Obayashi

相澤 章仁
Akihito Aizawa
長野 龍平
Ryohei Nagano
髙森 万貴
Maki Takamori
十河 潔司
Kiyoshi Sogo
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（エンジニアリング本部）
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Abstract
Green infrastructure has been incorporated into social infrastructure
in Europe and the US, and it is being used in Japan. This study
introduces green infrastructure technologies developed by Obayashi
to date. Technologies for rural areas include greening slopes and
water purification. Technologies for urban areas include heat island
mitigation and urban flood control, and evaluating the functions of
green infrastructure. Technologies for the seaside include those that
create habitats for organisms that are expected to enjoy their services.
In the future, we will evaluate the functioning of green infrastructure
and promote them in collaboration with other topics such as SDGs and
carbon neutrality.

都市における当社保有のグリーンインフラ技術
The Green Infrastructure Technologies of Obayashi in the
Urban area

概要

端部 RC 中央 S 造複合梁の断面合理化に関する
研究
Optimization of Cross-Sectional Size in RC-S
Composite Beam
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Abstract
The RC-S composite beam, which is assembled from a steel beam
in the center and an RC beam in the end, requires the optimization of
the cross-sectional size. However, if the size of cover concrete is too
small, it may be locally broken by the bearing force received from the
steel beam. Therefore, static loading tests and nonlinear finite element
analyses were conducted to verify the effect of the cross-sectional size
on the failure mode of the RC-S composite beam. The experimental
results showed that the beam height ratios of 1.50 and 1.32 have
almost the same energy absorbing capacity. The analytical results
showed that reducing the beam height ratio to approximately 1.20
causes local failure in the RC beam.

21

論文

端部 RC 中央 S 造複合梁を用いた部分架構試験体の加力実験
Static Loading Test of Partial Frame Specimen Using RC-S
Composite Beam

特集報告

柱 RC 梁 S 造架構において端部 RC 中央 S 造複合梁を用いると，梁
鉄骨が柱梁接合部を貫通しないため，RC 柱配筋の自由度が高まり高層
建物への適用が容易になるが，大きな室内空間を得るためには材端 RC
部断面の縮小が課題となる。これは，材端 RC 部断面を小さくすると，
梁鉄骨から支圧力を受けるコンクリートの局所的な破壊が生じる可能
性があるためである。そこで，梁鉄骨のせいに対する材端 RC 部のせ
いの比を変数とした部分架構試験体による静的繰返し載荷実験を実施
した。本実験では梁せいの比が 1.50 と 1.32 の場合を比較し，概ね同
等のエネルギー吸収性能が得られることを確認した。また，実験結果
に対する非線形有限要素解析とパラメトリックスタディより，梁せい
の比を 1.2 程度まで縮小すると材端 RC 部に局所的な破壊が生じる可能
性が示唆された。これらの知見を踏まえ，今後も継続的に RC-S 複合梁
の設計手法の改善に取り組みたい。

RC 造 4 層建物補修補強試験体の振動台実験

概要
補修補強した RC 造建物の性能を明らかにすることを目的として，既
往の新設試験体の振動台実験で損傷した RC 造 4 層建物縮小試験体を補
修補強し，再度振動台実験を行った。建物平面の長辺方向は，一般的な
補修工法で性能を回復させる計画とした。短辺方向は，RC 壁の一部を
撤去し，鋳鉄製の補強ブロックによる耐震壁を新設して性能を向上させ
る計画とした。新設試験体時に実施した実験を超える入力倍率で加振を
行ったが，補修試験体の損傷は新設試験体の実験と同等以下に収まった。
また，設計終局耐力を超える地震力を受けてもブロックは座屈せず，壁
面外方向に大変形を受けてもブロックは脱落しなかった。補修試験体と
新設試験体双方の応答と損傷状況を比較し，剛性，耐力及び減衰の回復
率とひび割れの補修効果を定量的に把握した。本成果は，今後，適切な
補修補強による建物の継続利用に貢献するものと期待される。

Shake-Table Test of Four-Story Repaired and
Retrofitted RC Structure
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Abstract
To evaluate the seismic performance of repaired and retrofitted RC
buildings, a four-story RC structure damaged in a previous shake-table
test was shaken again after repair and retrofitting. The longitudinal
direction of the specimen was repaired using general methods. In the
transverse direction, shear walls using reinforcement blocks were installed
replacing the damaged RC walls. In the test, the damage of the repaired
specimen was not more severe than that of the newly built specimen,
and no buckling or dropping of the reinforcement blocks was observed
for large seismic forces and out-of-plane deformations. The recovery
ratios of the stiffness, strength and damping and effectiveness of crack
repair were evaluated quantitatively. These results will contribute to the
continuous use of buildings.

最終加振終了後の補修補強試験体の損傷状況
Damage State of the Repaired and Retrofitted Specimen
after the Final Excitation

概要

防虫シートの性能評価と次亜塩素酸ミスト噴
霧による防除技術の開発

食品や医薬品等の生産施設における昆虫の侵入・発生に対応するた
めに取り組んだ，紫外線カット防虫シートの性能評価と，次亜塩素酸
ミスト噴霧によるチャタテムシ殺虫技術の検討について紹介する。高
速シートシャッター用の防虫シート 8 製品の飛翔昆虫に対する防虫性
能を日中と夜間でそれぞれ比較したところ，日中では製品間に違いは
出なかったが，夜間の防虫性能は製品によって異なった。また，二流
体ノズルを用いた次亜塩素酸ミスト噴霧による菌食性害虫チャタテム
シの殺虫効果試験を実施した。その結果，有効塩素濃度 2,000ppm 以
上の薬液を噴霧後湿度が 80％以上になるよう噴霧すると，90％以上の
チャタテムシを殺虫することができた。今後，駆除が困難な天井裏等
の防虫技術としての展開を図っていく。

Performance Evaluation of Insect-Proof Vinyl
Sheet and Development of Pest
Control Technology by Spraying Hypochlorous
Acid Mist

洲﨑 雄
Yu Suzaki
四本 瑞世
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Abstract

論文

To address insect infestations and outbreaks in food and
pharmaceutical production facilities, we evaluated the performance
of UV-cut plastic sheets and studied the insecticidal technology
of booklice using hypochlorous acid mist spray. We compared the
performance of eight insecticidal sheets for high-speed sheet shutters
against flying insects during the day and night, and found that there
was no difference between the products during the daytime; however,
the performance at night differed among the products. In addition,
we tested whether hypochlorous acid mist sprayed with a two-fluid
nozzle could kill the fungus-eating pest, chrysomelid. As a result, more
than 90% of booklice could be killed by spraying a chemical solution
with an effective chlorine concentration of more than 2,000 ppm and
a post-spray humidity of more than 80%. In the future, we will try to
develop this technology as a pest control technology for ceiling attics
and other areas where extermination is difficult.

ミスト噴霧実施状況
Mist Spraying Experiment Conducted
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メチレンブルー吸着量を用いた土質遮水のベ
ントナイト添加率管理手法の開発

概要
最終処分場遮水層や汚染土封じ込めの遮水層に用いられる土質遮水
の要求性能を満たすためには，製造時のベントナイト添加率管理が非
常に重要であり，一般的にメチレンブルー吸着量で管理する事が多い。
しかし，測定に時間がかかることや，判定が目視であり熟練度を要す
る課題があった。短時間かつ高精度な管理手法として比色法をベース
に最適化を検討した。その結果，粉砕等の前処理をせず比色法を適用
でき，測定条件を最適化することができた。さらに，母材に中礫を含
んでいる場合でも，礫分を除去し，礫分補正することでメチレンブルー
吸着量の誤差を解消しつつ測定時間が 1/2 以下となる手法となった。
以上より，幅広い母材に適用可能であり，誰が測定しても，短時間で
かつ，高精度な製造の品質管理ができるようになった。これにより，
高品質なベントナイト混合土の製造が可能である。

Development of Bentonite Addition Rate
Control Method for Impermeable Soil using
the Amount of Methylene Blue Adsorption
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Abstract

Yukinobu Kimura
Toshihiko Miura
Tetsunosuke Morotomi

To satisfy the required performance of impermeable soil, the
bentonite addition rate is quite important during the production
of bentonite mixed soil. Quality control is generally achieved by
measuring the amount of methylene blue (MB) adsorption. However,
this method has some limitations because it takes time to measure
and requires high accuracy skill in visual judgment. We studied the
optimization based on the adsorption photometry method. This
method is applicable without pretreatment, and the measurement
conditions can be optimized. In addition, even if the base material
contained medium gravel, the measurement time was reduced to
half while eliminating the error in MBC by removing and correcting
the gravel. Therefore, it is possible to produce high-quality bentonite
mixed soil.

従来法と開発法のベントナイト添加率管理方法の比較
Comparison of Bentonite Addition Rate Control Method
between Traditional Method and Developed Method

概要

暑熱環境下における建設作業員の体調管理のため
の心拍数指標に関する基礎的研究

暑熱環境下における建設作業現場での熱中症災害のリスク低減を目指
し，筆者らはこれまで，体調管理システムの開発，運用を通して，建設
作業員の心拍数，及び作業環境の WBGT データの取得を行ってきた。本
報では，これまでに蓄積されたデータを基に，心拍数と WBGT，活動強
度（METs）
，年齢，職種との関係，及び ISO で示されている暑熱環境下
における心拍数の指標との比較を行った。その結果，ISO が示す暑熱環
境下での作業中止を促す心拍数の指標は高齢者ほど閾値が低くなるのに
対して，実際の建設現場の作業員の心拍数は年齢に大きく依存しないこ
とがわかった。つまり，
ISO の指標を用いて熱中症の危険性を判定すると，
高齢者では安全側に，若年層では危険側となり，実態とずれが生じる可
能性を示唆した。今後の展開として，汎用的な指標の整備と共に，建設
現場特有の個別事情に即したチューニングが重要となる。

Basic Research on Indicator of Heart Rate for
Managing Physical Conditions
of Construction Workers in Hot Environment

山田 昇吾
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The dependencies of the heart rate of construction workers on WBGT,
METs, age, and types of work were evaluated. The heart rates of workers
and WBGT data were acquired at construction sites for three years by
developing and operating a physical condition management system. The
results are compared with the indicators of the heart rates of workers in
hot environments recommended by the ISO. Weak age-dependencies
of the heart rates of construction workers were also found. This result
tended to be different from the indicators of the heart rate according to
the ISO. As future developments, it will be important to develop generalpurpose indicators and adjust them according to the circumstances
specific to the construction site.
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論文

ISO 心拍数指標と建設現場における心拍数の実情の比較
Comparison of ISO Heart Rate Indicator and Actual Heart
Rate at Construction Site

Abstract

概要

建築材料から発生する化学物質濃度の予測と
応用事例

建築材料から発生する化学物質は様々な問題を引き起こす。例えば，
コンクリートから発生するアンモニアは，半導体の製造プロセスや美術
品などに悪影響を及ぼすことが指摘されている。濃度や発生量の予測技
術は，こうした問題に対応するための有効な手法の一つである。予測技
術を活用した事前検討により，適切な対応策などを把握することが可能
になると考えられる。しかしながら，それら予測技術は十分に確立され
ているとは言い難い状況である。そこで，本報ではコンクリートから発
生するアンモニアに着目し，その予測方法を提案する。提案された予測
方法を用いたチャンバー実験の再現計算を実施し，実用上十分な再現精
度を確認した。その上で，実スケールのモデル室内における枯らし工程
の検討事例や濃度分布の予測結果を示す。本報では，建築材料の枯らし
工程を題材としているが，その手法は室内環境のリスク評価等への展開
が可能な技術である。

Prediction and Practical Examples of Chemicals
Generated from Building Materials
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Abstract

Hiroshi Harashima
Eisaku Sumiyoshi

Chemical substances generated from building materials can cause
a variety of problems. For example, it has been pointed out that the
ammonia generated from concrete has adverse effects on semiconductor
manufacturing processes and artwork. Predicting the concentration
and emission rate of chemicals is an effective way to study these
issues. Prediction techniques make it possible to consider appropriate
measures in advance. However, related techniques have not yet been
fully established. This study focuses on the ammonia generated from
concrete materials and proposes a prediction method. It is confirmed that
the prediction results of the chamber experiment using the proposed
method are reasonably accurate. To demonstrate the applications of this
method, the prediction results of seasoning processes and concentration
distribution in a real-scale model room are shown. In this study, we focus
on the seasoning process for building materials. However, we believe
that this technique can also be applied to the risk assessment of indoor
environments.

建材から発生する化学物質の予測結果
Prediction Result of Chemical Substances Generated from
Building Materials

概要

音響エネルギ密度による遮音測定に関する
解析的検討

建築物の遮音性能は，一般的には室内の音圧を測定して算出される。
従来の音圧による測定では，音の特性上，低い周波数帯域ほど測定結
果がばらつきやすい課題があった。この課題を解決するため，音圧と
粒子速度を考慮した音響エネルギ密度による，新たな遮音測定方法に
関する基礎的検討を数値解析により行った。音響エネルギ密度によれ
ば，音圧分布に偏りが生じる空間においても，従来の測定と比べ測定
点間のばらつきを抑えることが可能であった。また、音響透過損失や
固体音の測定を数値解析により再現したところ，低い周波数帯域での
測定点の選び方に起因する結果のばらつきが従来の測定よりも小さい
ことが分かった。本技術によれば，従来困難であった低い周波数帯域
における遮音性能測定の安定性が向上し，建物の品質管理に貢献でき
ると期待される。

Analytical Study on Sound Insulation
Measurement by Acoustic Energy Density
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論文

In the conventional measurement of sound pressure, the
measurement results tend to vary in the lower frequency band owing
to the characteristics of sound. To solve this problem, a basic study
on a new sound insulation measurement method using acoustic
energy density considering sound pressure and particle velocity
was conducted by numerical analysis. By applying the acoustic
energy density, it was possible to reduce the variation among the
measurement points compared to the conventional measurement,
even in spaces where the sound pressure distribution is not diffuse.
This technology is expected to improve the stability of sound
insulation measurements in the low-frequency range and contribute
to the quality control of buildings.

矩形室内の音圧と音響エネルギ密度の計算点 45 点における
結果のばらつき
Variation of Results for Sound Pressure and Acoustic Energy
Density in a Rectangular Room at 45 Calculation Points.
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Hoek & Brown の破壊規準を用いたクリープ
モデルの開発

概要
本研究では，膨張性地山の挙動を評価するために開発された，ク
リープとひずみ軟化を扱えるクリープモデルに，岩盤の強度を表すた
めに開発された Hoek & Brown の破壊規準を適用した。また，破壊後
の岩石にも応力がひずみ速度に依存することが報告されていることか
ら，破壊後においてもクリープモデルを適用できるようにした。まず，
Hoek & Brown の破壊規準を用いたクリープモデルを定式化し，有限差
分法に組み込んだあと，一要素モデルの解析により，定式化が妥当で
あることを確認した。次に，仮想のトンネル掘削の解析を行い，ひず
み軟化する材料において特徴的に見られるせん断ひずみの高い領域が
トンネルの肩部から上方へと帯状に伸びる挙動や，長期にわたって内
空変位が生じる現象を評価することができた。以上から本方法はトン
ネルの長期におよぶ挙動予測が可能であると判断した。

Development of Creep Model using
Hoek–Brown Failure Criterion
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Abstract
中岡 健一
畑 浩二

In this study, the Hoek–Brown failure criterion was applied to
estimate the strength of jointed rocks in a creep model developed to
evaluate the behavior of squeezing rocks in mountain tunnels. The
creep model was also applied in the state after the tertiary creep.
In this study, a creep model was formulated using the Hoek–Brown
failure criterion. Subsequently, it was confirmed that the formulation
was correct by verification analysis. Finally, a tunnel excavation analysis
was performed to evaluate the behavior of the band-shaped high
shear strain region extending upward from the tunnel and the longterm progressive displacement of the tunnel wall. It was determined
that this method could estimate the long-term behavior of tunnels.

Kenichi Nakaoka
Koji Hata

ロックボルト
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合成要素

最大せん断ひずみの分布（支保あり）
Distribution of Maximum Shear Strain (Supported)

概要

吹付けによる地層処分場坑道埋め戻し技術の
開発

高レベル放射性廃棄物の最終処分場では，廃棄体定置後，建設や操
業時に使用される坑道が卓越した地下水の流動経路にならないようベ
ントナイト混合土で埋め戻す計画で，埋め戻し材には周辺岩盤相当以
下の透水係数が求められる。埋め戻す施工法の候補には，吹付けや原
位置撒き出し・締固め，スクリューフィーダー充填などがある。吹付
け工法は，施工がシンプルで大深度の狭隘な坑道での作業に適するが，
混合土製造時に材料が団粒化し，吹付け作業時に圧送管を閉塞するた
め施工速度が低下するという課題があった。混合土に分散剤を加える
ことで材料の団粒化を抑制し，施工速度を改善する方法を検討した。
ベントナイト混合土に適した混和材を選定し，室内試験で配合設計を
行い，実規模の吹付け実験で効果を検証した。その結果，分散剤を添
加した混合土は圧送管を閉塞することなく施工速度が改善された。得
られた知見を今後の実務展開に活用する。

Bentonite Mixed Soil Shotcrete for High Level
Radioactive Waste Depository Backfilling
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Abstract

ベントナイト混合土吹付け
Shotcrete of Bentonite Mixed Soil
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論文

The tunnels used for high-level radioactive waste disposal sites will
be backfilled by Bentonite mixed soil (BMS), to prevent drainage paths.
Backfilling requires a lower hydraulic conductivity than that of the
surrounding rocks. There are several options for backfilling method,
such as shotcrete, compaction, and block filling. The shotcrete is
easy to operate and can be used in deep and narrow tunnels. The
disadvantage of shotcrete is its slow operation speed. Dispersants
were mixed with BMS to prevent material agglomeration and blockage
of the shotcrete machine. Mixing tests were conducted to design
the ratio, and the dispersant effect was examined using in-suit tests.
Dispersants reduce the potential for material agglomeration and
machine blockage.

適用範囲を拡大したハイスペックマイクロパ
イルR 工法の開発

概要
杭径が 300mm 以下の小口径杭工法は，道路橋基礎などの耐震補強
対策としての採用が増加しており，高支持力の岩盤でも施工可能な高耐
力の杭工法が求められている。そこで，コンパクトで軽量な施工機械を
活かしつつ，適用可能な鋼管径や鋼管肉厚を拡大し，かつ岩盤でも施工
可能な高性能小口径杭工法「ハイスペックマイクロパイル ® 工法」を開
発した。さらに，低コストな土留め杭として活用できるように改良した。
本報では，杭性能の確認を目的として実施した押込み載荷試験結果およ
び水平交番載荷試験結果について述べる。加えて，空頭制限下における
道路橋基礎の補強杭，および鉄道営業線や高速道路に近接した斜面上の
土留め親杭として適用した事例について述べる。

Development of High Standard Micro-PilesR
Method with Expanded Application
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Abstract
Micro-pile methods with a pile diameter of less than 300 mm have
been increasingly adopted as the foundation of highway bridges as a
seismic reinforcement; therefore, high bearing capacity, high strength,
and construction on bedrock are required. Therefore, the “High-standard
Micro-piles Method” was developed. It expands the applicable steel pipe
diameter and wall thickness while utilizing a compact and lightweight
machine and can be constructed even on a rock. Moreover, this method
has been improved so that it can be used as a low-cost soldier pile. Static
axial compression load tests and horizontal alternative load tests were
conducted to examine the reliability of the proposed method. Examples
of applications of reinforcing and soldier piles for highway bridges were
introduced.
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ハイスペックマイクロパイル工法の適用例
Example of High-Standard Micro-Piles Method

概要

観測記録に基づく合理的上下地震応答評価法
に関する研究

建築物の天井脱落対策やロングスパン梁の振動抑制対策において，
上下地震応答を合理的に評価することは重要である。上部構造物の地
震時応答を評価するにあたっては，入力地震動の評価がその結果に大
きく影響する。上下方向の地震動評価には建築研究所・日本建築セン
ターの水平上下比が実務上よく用いられるが，本論文ではこれまでに
蓄積された観測記録に基づく水平上下比を分析し，一部の周期帯で日
本建築センターの水平上下比からレベルを低減できる可能性があるこ
とを示した。また，超高層建築物のロングスパン梁を対象とした地震
観測を行い，ロングスパン梁の振動特性を明らかにした。あわせて，
立体フレームによる応答解析結果と観測記録の比較を行い，最後に地
盤連成を考慮した立体フレーム解析によりその効果を示した。今後，
より大きな観測記録が得られることで，実務設計への適用を見据えた
検討等が可能となると考えられる。

Research on Rational Vertical Seismic Response
Evaluation Method Based on Observation Record
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Abstract

論文

It is important to evaluate vertical seismic motion rationally to
prevent the falling of ceilings and reduce the vibration of long-span
beams. In evaluating the response of structures, the proper evaluation
of the input seismic motion has a significant influence on the result.
Horizontal-vertical ratios are used in practice to create vertical motion.
In this study, we analyzed the ratio based on the observation records
accumulated for years and revealed the possibility that the seismic
level can be reduced from the institutive ratio. We also conducted
seismic observations at a long-span beam in a high-rise building and
clarified its vibration characteristics, and then evaluated its response
using three-dimensional frame model analysis. Finally, frame analysis
considering the soil-structure interaction was performed to show its
effect.

ロングスパン梁を含む高層階および低層階における上下動の
地震観測記録
Vertical Seismic Observation Records on Upper and Lower
Floors Including Long-span Beams
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表層地盤改良による群杭内分担水平力の均等
化に関する基礎的研究

概要
群杭における各杭の分担水平力は杭の平面位置によって異なり，そ
の大きさは，建物隅部で最も大きく，辺部，中央部の順に小さくなる
ことが知られている。その分担水平力を均等化できると，杭や基礎梁
の断面設計の合理化が期待できる。そこで本研究では，分担水平力が
小さい建物中央部の杭周辺のみに表層地盤改良を施し，水平地盤反力
を高めることで建物中央部の杭の分担水平力を増加させ，建物辺部・
隅部の杭の分担水平力を低下させることによって，各杭の分担水平力
の均等化を図る方法に着目した。その均等化の効果を非線形 FEM によ
り検討した。本研究では，まず，解析手法の妥当性の検証として，既
往試験の再現結果を示す。ついで，分担水平力の均等化を図るための
一案として表層地盤改良を施した場合の解析的検討の結果を示す。

Equalizing Lateral Load Sharing of Group Piles
using Shallow Soil Improvement
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Abstract
The lateral load shared by each pile in a group pile depends on
its position. Its size is the largest at the corner piles and decreases
in the order of the side and center piles. By equalizing load sharing,
the foundation may resist lateral loads more efficiently. This paper
presents an approach to equalize load sharing in a group pile. Shallow
soil improvement was applied to the ground near the center piles. The
effect was estimated using nonlinear FEM analysis. First, we validated
the FEM analysis by simulating the two lateral loading test results.
We then demonstrated the effect of our approach by equalizing load
sharing.
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杭の分担水平力の平面分布
Shared Load Distribution of Piles

概要

持ち運びサイズの除菌装置「カセットミストTM」
の開発

近年，感染症対策等の観点から，ドアノブやテーブル，手すりなど
の環境表面の除菌ニーズが高まっている。特に，医療施設では，院内
感染を防止するため，感染症患者が使用した病室では消毒剤による清
拭除菌が行われている。しかしながら，人員の確保や清拭作業者の感
染リスクの観点から，清拭作業は大きな負担となっている。今回，病
室除菌用として，病室のエアーアウトレットに接続して自動で除菌す
る持ち運びサイズの除菌装置「カセットミスト TM」を開発した。本報
では，装置の概要，病室での適用結果，および UV 照射との除菌効果
の比較結果について報告する。

Development of Portable Decontamination
Device “Cassette MistTM”
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Abstract
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技術紹介

病室のエアーアウトレット接続型
小型除菌装置「カセットミスト TM」
Cassette MistTM

論文

The necessity of environmental surface disinfection is increasing
from the perspective of infection control measures. Particularly, in
medical facilities to prevent nosocomial infections, the patient’ s
sickroom is wiped with disinfectants. However, it is a heavy burden in
terms of the required staffing and the risk of infection for healthcare
workers who wipe with disinfectants. We have developed a portable
decontamination device referred to as “Cassette MistTM” , which can
decontaminate automatically by connecting to the air outlet in the
sickroom. This report introduces an overview of the device, the result
of its application in the sickroom, and a comparison of the effects of
UV irradiation and Cassette Mist.

風環境シミュレータ
「ZephyrusR（ゼフィルス）」の活用事例

概要
風環境シミュレータ「Zephyrus®」は，街区の風環境を予測評価するた
めに開発された数値流体解析ソフトである。対象建物が周辺の風環境に
与える影響を評価するとともに，好ましくない風環境に対する改善策の
効果を検証することができる。一方，建物に係る風の問題には，設備機
器からの排気拡散や外装部材に起因した風騒音がある。これらは，特定
位置の風向風速の影響を受けて発生する現象である。そこで，現象の予
測調査を実施する場合には，Zephyrus の解析結果と最寄りの風観測デー
タを用いて予測した対象位置の風向風速を提供している。また，この仕
組みを利用すれば，街区内に設置する小型風車の発電量予測に用いる風
況が提示できる。本報では，問題対応の詳細を説明しながら，Zephyrus
の活用事例を紹介する。

Application of「ZephyrusR」-A Numerical
Simulator for Wind Environment
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Abstract
“Zephyrus®” , which is a numerical simulator for the wind environment,
is a computational fluid dynamic analysis software. It is used to predict
and evaluate the wind environment of a city. In addition, it is now
possible to predict the wind direction and speed at a specified location by
combining wind observation data. The results are used in investigations
to solve problems caused by wind, such as exhaust diffusion from exhaust
openings and wind-induced noise from components and cladding. It
can also provide wind conditions for predicting power generation. In
this report, we demonstrate how to deal with these problems using
“Zephyrus.”
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Zephyrus モデルと屋上テラスの風状況解析結果の例
Examples of models and analysis results by “Zephyrus”

概要

地盤改良体を用いた大深度自立山留め

Soil Cement Cantilever Wall under Deep
Excavation

元井 康雄
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（大阪本店建築事業部生産技術部）
辻 雄太
Yuta Tsuji
（東京本店建築事業部生産技術部）

砂質地盤における深さ 16.1m の掘削に，地盤改良体による自立山留
めを適用した事例を紹介する。自立山留めとは，掘削工事において切
梁や地盤アンカーなどの支保工を用いずに，床付けまで掘削する工法
である。掘削がスムーズに進む反面，山留め壁根入れ部の地盤抵抗の
みに期待した工法であるため，より慎重な地盤評価と施工管理が要求
される。そのため，山留め壁の変位量に管理基準値を設定し，管理値
超過時の対応を工事開始前に明確に定めた。慎重な計測管理のもと，
安全に掘削を完了することができた。さらに，山留め実測挙動を 2 次
元 FEM 解析でシミュレートした。既往事例には 10m を超える大規模
な自立山留めは見当たらず，今後の類似計画の合理化につながる貴重
な実測データを得ることができた。
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Abstract
This report shows the results of digging a depth of 16.1 m using
cantilever walls of the soil improvement body in sand ground.
The cantilever wall is an excavation method that does not use
ground support such as struts or ground anchors. Excavation
proceeds smoothly, but careful ground evaluation and construction
management are required. Therefore, we set the control level for the
displacement of the cantilever wall. In addition, before the beginning
of construction, we established actions when the measurement
data exceeded the control level. With careful measurement and
management, the excavation work was completed safely. Furthermore,
we simulated the behavior of the cantilever walls using 2D-FEM
analysis.

技術紹介

改良体大深度自立山留め
Soil Cement Cantilever Wall under Deep Excavation
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