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巻頭言　利己的に考えても企業は積極的に気候変動対策を
● 下水道法改正後大規模な地域全体の下水熱回収システム導入
● 養液循環型栽培方式による省管理型壁面緑化システムの開発
● 環境に配慮したダム設備冷却システム
● オンサイトにて重金属汚染土壌の全量再生を実現する
● オフロード法適合車の開発　他
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　本協会では、国内における建設機械の実態を網羅した『日本建設機械要覧』を1950

年より3年ごとに刊行し、現場技術者の工事計画の立案、積算、機械技術者の建設機械の

データ収集等に活用頂き、好評を頂いております。

　本書は、専門家で構成する編集委員会の審査に基づき、良好な使用実績を示した国産

および輸入の各種建設機械、作業船、工事用機械等を選択して写真、図面等のほか、主

要緒元、性能、特長等の技術的事項、データを網羅しております。購読者の方々には欠

かすことのできない実務必携書となるものと確信しております。

　2019年版日本建設機械要覧購入の方への特典として、当協会が運営するWebサイト

（要覧クラブ）上において2001年版から2016年版までの全ての日本建設機械要覧の

PDF版が閲覧及びダウンロードできます。これによって2019年版を含めると1998年か

ら2018年までの建設機械データが活用いただけます。

・B5判、約1,340頁／写真、図面多数／表紙特製

・2016年版より外観を大幅に刷新しました。

2019年版

2019年版　内容目次

　好評をいただきました2016年版につづき2019年版「日本建設機械要覧」の電子版も

作成し、より利便性の高い資料とするべく準備しております。御期待下さい。

今後の予定

（写真は暫定イメージです）

近日発売のご案内

・ブルドーザおよびスクレーパ

・掘削機械

・積込機械

・運搬機械

・クレーン、インクラインおよび

ウインチ

・基礎工事機械

・せん孔機械およびブレーカ

・トンネル掘削機および設備機械

・骨材生産機械

・環境保全およびリサイクル機械

・コンクリート機械

・モータグレーダ、路盤機械

および締固め機械

・舗装機械

・維持修繕・災害対策用機械

および除雪機械

・作業船

・ICT建機、ICT機器　

　　　　　　　（新規）

・高所作業車、エレベータ、

リフトアップ工法、横引き工法

および新建築生産システム

・空気圧縮機、送風機およびポンプ

・原動機および発電・変電設備等

・建設ロボット

・WJ工法、CSG工法、タイヤ、

ワイヤロープ、燃料油、潤滑剤

および作動油、検査機器等

平成31年3月末

発 刊 日

一般価格　52,920円（本体49,000円）

会員価格　44,280円（本体41,000円）

（注）送料は1冊900円（複数冊の場合別途）

※2019年10月から本体価格＋消費税10％となります。

価　　格（消費税8％含む）
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1 商品名
日本建設機械要覧2016

電子書籍（PDF）版
建設機械スペック一覧表、

電子書籍（PDF）版

2 形態 電子書籍（PDF） 電子書籍（PDF）

3 閲覧
Web上で閲覧

パソコン、タブレット、
スマートフォンからアクセス

Web上で閲覧
パソコン、タブレット、

スマートフォンからアクセス

4 内容 要覧全頁 spec一覧表

5 改訂 3年毎 3年毎

6 新機種情報 要覧クラブで対応 要覧クラブで対応

7 検索機能 1.単語検索 1.単語検索

8

附属機能
注）タブレット・ス

マートフォンは、
一部機能が使え
ません。

・しおり　・拡大・縮小　・付箋機能 
・ペン機能　・目次からのリンク　・各
章ごと目次からのリンク　・索引からの
リンク　・メーカHPへのリンク

・しおり　・拡大・縮小　・付箋機能 
・ペン機能　・メーカHPへのリンク

9
予定販売
価格

（円・税込）

会員 54,000（3年間） 48,600（3年間）

非会員 64,800（3年間） 59,400（3年間）

10 利用期間 3年間 3年間

11 同時ログイン 3台 3台

12 認証方法 ID＋パスワード ID＋パスワード

13 購入方法 WEB上にて申込み（HP参照下さい） WEB上にて申込み（HP参照下さい）

お問合せ先：業務部　鈴木英隆　TEL：03-3433-1501　E-mail：suzuki@jcmanet.or.jp

関係部署に回覧ください。新製品
平成28年6月

一般社団法人日本建設機械施工協会

　当協会では、国内における建設機械を網羅した『日本建設機械要覧』を2016年3月に刊行し、現場技術者の

工事計画の立案、積算、機械技術者の建設機械のデータ収集等に活用頂き、好評を頂いております。

　このたびこの建設機械要覧に関して更に便利に活用いただくよう新たに次の2種類の電子書籍（PDF）版を発

売いたしますので、ここにご案内申し上げます。

　是非とも活用いただきたく、お願い申し上げます。

発売時期

平成28年5月末　HP：http://www.jcmanet.or.jp/

Webサイト　要覧クラブ

　2016年版日本建設機械要覧およびスペック一覧表電

子書籍（PDF）版購入の方への特典として、当協会が運

営するWebサイト（要覧クラブ）上において2001年

版、2004年版、2007年版、2010年版及び2013年版

日本建設機械要覧のPDF版が閲覧及びダウンロードでき

ます。これによって2016年版を含めると1998年から

2015年までの建設機械データが活用いただけます。

　また、同じ要覧クラブ上で新機種情報も閲覧およびダ

ウンロードできます。

今後の予定

　更に高機能の「日本建設機械要覧」の検索

システム版も作成し、より利便性の高い資料

とするべく準備しております。御期待下さい。

様々な環境で閲覧できます。

タブレット、スマートフォンで外出先でもデータ

にアクセス

2016年版

日本建設機械要覧電子書籍（PDF）版
発売通知
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一般社団法人日本建設機械施工協会　発行図書一覧表（平成 31年 2月現在）

№ 発行年月 図　　　　書　　　　名 一般価格
（税込）

会員価格
（税込） 送料

 1 H30 年 8 月 消融雪設備点検・整備ハンドブック 12,960 10,800 700
  2 H30 年 5 月 よくわかる建設機械と損料  2018 6,480 5,508 700
  3 H30 年 5 月 大口径岩盤削孔工法の積算　平成 30 年度版 6,480 5,508 700
  4 H30 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 30 年度版 10,800 9,180 900
  5 H30 年 5 月 平成 30 年度版　建設機械等損料表 8,640 7,344 700
  6 H29 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 29 年度版 10,800 9,180 900
  7 H29 年 4 月 平成 29 年度版　建設機械等損料表 8,640 7,344 700
  8 H29 年 4 月 ICTを活用した建設技術（情報化施工） 1,296 1,080 700
  9 H28 年 9 月 道路除雪オペレータの手引 3,780 3,402 700
10 H28 年 5 月 よくわかる建設機械と損料 2016 6,480 5,508 700
11 H28 年 5 月 大口径岩盤削孔工法の積算　平成 28 年度版 6,480 5,508 700
12 H28 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 28 年度版 10,800 9,180 900
13 H28 年 5 月 平成 28 年度版　建設機械等損料表※ 8,640 7,344 900
14 H28 年 3 月 日本建設機械要覧　2016 年版 52,920 44,280 700
15 H26 年 3 月 情報化施工デジタルガイドブック【DVD版】 2,160 1,944 250
16 H25 年 6 月 機械除草安全作業の手引き 972 864 700
17 H23 年 4 月 建設機械施工ハンドブック　（改訂 4版） 6,480 5,502 700
18 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷　　 3,240 250
19 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷【CD】 3,240 700
20 H22 年 7 月 情報化施工の実務 2,160 1,851 700
21 H21 年 11 月 情報化施工ガイドブック 2009 2,376 2,160 700
22 H20 年 6 月 写真でたどる建設機械 200 年 3,024 2,560 700
23 H19 年 12 月 除雪機械技術ハンドブック 3,086 700
24 H18 年 2 月 建設機械施工安全技術指針・指針本文とその解説 3,456 2,880 250
25 H17 年 9 月 建設機械ポケットブック　（除雪機械編）※ 1,029 250
26 H16 年 12 月 2005 「除雪・防雪ハンドブック」 （除雪編）※ 5,142 250
27 H15 年 7 月 建設施工における地球温暖化対策の手引き　 1,620 1,512 700
28 H15 年 6 月 道路機械設備 遠隔操作監視技術マニュアル（案） 1,944 700
29 H15 年 6 月 機械設備点検整備共通仕様書（案）・機械設備点検整備特記仕様書作成要領（案） 1,944 700
30 H15 年 6 月 地球温暖化対策　省エネ運転マニュアル 540 250
31 H13 年 2 月 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第 3版） 6,480 6,048 700
32 H12 年 3 月 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル（第 2版） 2,675 2,366 700
33 H11 年 10 月 機械工事施工ハンドブック　平成 11 年度版 8,208 700
34 H11 年 5 月 建設機械化の 50 年 4,320 700
35 H11 年 4 月 建設機械図鑑 2,700 700
36 H10 年 3 月 大型建設機械の分解輸送マニュアル※ 3,888 3,456 250
37 H9 年 5 月 建設機械用語集 2,160 1,944 700
38 H6 年 8 月 ジオスペースの開発と建設機械 8,229 7,714 700
39 H6 年 4 月 建設作業振動対策マニュアル 6,172 5,554 700
40 H3 年 4 月 最近の軟弱地盤工法と施工例 10,079 9,565 700
41 Ｓ 63 年 3 月 新編　防雪工学ハンドブック【POD版】 10,800 9,720 700
42 Ｓ 60 年 1 月 建設工事に伴う濁水対策ハンドブック※ 6,480 250
43 建設機械履歴簿 411 250

44 毎月　25 日 建設機械施工【H25.6 月号より図書名変更】 864 777 700
定期購読料　年12冊　9,252円（税・送料込）

購入のお申し込みは当協会HP　http://www.jcmanet.or.jp の出版図書欄の「ご購入方法」の「図書購入申込書」をプリン
トアウトし，必要事項を記入してお申し込みください。
※については当協会HP　http://www.jcmanet.or.jp の出版図書欄を参照下さい。

消費税 8％



特　　集 地球温暖化対策，環境対策
巻頭言 4 利己的に考えても企業は積極的に気候変動対策を

沖　　大幹　�東京大学　総長特別参与，　サステイナビリティ学連携研究機構　教授

行政情報 5 建設施工分野における地球温暖化対策
北川　　順　�国土交通省　総合政策局　公共事業企画調整課　環境・リサイクル企画室　課長補佐

10 気候変動への適応
気候変動がもたらす我が国の危機に総力で備える
東　　佑亮　�国土交通省　総合政策局　環境政策課　課長補佐

14 再生可能エネルギーの主力電源化に向けて
外山　喜彦　�経済産業省　資源エネルギー庁　省エネルギー・新エネルギー部　新エネルギー課　課長補佐
山同　康太　�経済産業省　資源エネルギー庁　省エネルギー・新エネルギー部　新エネルギー課　係長

特集・�
技術報文

22 下水道法改正後大規模な地域全体の下水熱回収システム導入
長野県諏訪市の地域災害拠点病院におけるエネルギーサービス事業
柘植　康司　�㈱シーエナジー　技術部　設計課　課長補佐

27 養液循環型栽培方式による省管理型壁面緑化システムの開発
屋祢下　亮　�大成建設㈱　技術センター　主席研究員
江木　和泉　�中国電力㈱　エネルギア総合研究所　研究員

32 地中熱交換器内蔵既製コンクリート杭
適応性及び環境性に優れた地中熱交換杭「Hybrid Pile MS」の共同開発
賀川　昌一　�三谷セキサン㈱　開発営業部　統括部長

36 乾燥スラッジ微粉末を用いた低炭素コンクリートの開発
百瀬　晴基　�鹿島建設㈱　技術研究所　建築生産グループ　主任研究員
大川　　憲　�三和石産㈱　テスティング事業部　品質管理課長
笠井　哲郎　�東海大学　工学部土木工学科　教授

41 環境に配慮したダム設備冷却システム
アースカラークールシート
黒川　晋平　�王子キノクロス㈱　営業部　副部長

45 紙素材の土木現場への適用
岩井　一将　�王子ホールディングス㈱　イノベーション推進本部　パッケージング推進センター　販売戦略室

51 掘削段階に応じたトンネル発破音低減システムの開発
ANC による低周波音局所制御システムと多孔質材による可聴音低減システム
阿部　将幸　�㈱フジタ　建設本部　建築エンジニアリングセンター　環境技術部　主任

56 アクティブノイズコントロールを用いた建設騒音の低減技術
ミュート，ミュートハイブリッドパネルの開発
太田　　稔　�村本建設㈱　技術開発部　課長
林　　　学　�村本建設㈱　技術開発部　部長
梅田　克則　�村本建設㈱　建設環境事業部　チームリーダー

63 オンサイトにて重金属汚染土壌の全量再生を実現する
M・トロン
荒崎　拓也　�鹿島建設㈱　環境本部　環境リノベーショングループ　課長代理
伊藤圭二郎　�鹿島建設㈱　技術研究所　岩盤・地下水グループ　上席研究員
石神　大輔　�鹿島建設㈱　技術研究所　岩盤・地下水グループ　研究員
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68 大豆ホエーを用いたバイオレメディエーション技術
田中　宏幸　��㈱鴻池組　土木事業統括本部　技術本部　環境エンジニアリング部　課長
芦田　　茂　�不二製油グループ本社㈱　事業開発部門　大豆・機能性素材グループ　マネージャー

72 オフロード法適合車の開発
トンネルずり出し用重ダンプトラックの紹介
宮下　　哲　�㈱前田製作所　産業機械本部　技術部　部長　
前崎　純一　�㈱前田製作所　産業機械本部　技術部　設計 1課　課長
村田　貴大　�㈱前田製作所　産業機械本部　技術部　設計 1課

76 フィールドビューモニタ「FVM2」周囲監視装置
加藤　英彦　�住友建機㈱　技術本部　技術部　電気制御グループ　GL
清田　芳永　�住友重機械工業㈱　技術本部　技術研究所　情報通信技術G　主任研究員

交流のひろば 83 地球温暖化防止活動の取組状況
木場　和義　�（一社）地球温暖化防止全国ネット（全国地球温暖化防止活動推進センター）　事務局次長

ずいそう 86 建機ミニチュアの世界
杉山　　誠　�建機ミニチュア博物館　館長

88 雲海を求めて
神田　昭憲　�㈱酉島製作所　広島支店長

部会報告 90 ISO/TC 195 ドイツ・ハンブルク国際会議 及び 
CEN/TC 151/WG 8 フランクフルト会議報告
標準部会

103 九州新幹線彼
そ の ぎ

杵川橋りょう工事 見学会報告
機械部会

105 新工法紹介　機関誌編集委員会

107 新機種紹介　機関誌編集委員会

統計 110 建設工事受注額・建設機械受注額の推移　機関誌編集委員会

111 行事一覧（2018 年 12 月）

120 編集後記（加藤・川井）

◇表紙写真説明◇

秋田国見山第一風力発電所における風力発電設備の建設工事
写真提供：くろしお風力発電㈱

秋田市南部の市民の森周辺に建設された 1 基あたり最大出力 1990 kW の風力発電機（ブレード直径
82 m，高さ 119 m）。写真は 1200 t 吊りオールテレーンクレーンを用いて地上でブレードを組み立てた
後に一括で発電機に取り付ける作業状況である。秋田県では 2017 年度末時点で全国 2 位となる約 37 万
kW の陸上風力発電所が稼働しており，今後も導入拡大が期待されている。

2019年（平成 31年）2月号 PR目次
【ア】�
㈱アイデック………………… 後付 3
朝日音響㈱…………………… 後付 1

【カ】
コベルコ建機㈱……………… 表紙 2
【サ】
サイテックジャパン㈱……… 表紙 4

【タ】
デンヨー㈱…………………… 後付 2
大和機工㈱…………………… 表紙 3
【マ】
マルマテクニカ㈱…………… 後付 5

三笠産業㈱…………………… 後付 6
㈱三井三池製作所…………… 表紙 3
【ヤ】
吉永機械㈱…………………… 後付 3
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巻頭言

利己的に考えても
企業は積極的に気候変動対策を

沖　　　大　幹

気候変動対策に限らず，環境への配慮は企業経営に
とって利益を押し下げるコストであると認識されていた
時代が長く続いていたかもしれない。最近まで主流であっ
たCSR（企業の社会的責任）も，本来の理念は企業が
利益の追求だけではなく責任ある社会的存在であろうと
する営みであったが，実際には利益の一部を寄付や慈善
事業として社会に還元するという取り組みが主であった。
しかしながら，現在ビジネスが好調で，それを維持

したいと考える企業であればあるほど，社会が安定し
て持続的に成長するのが望ましいと考え，そのために
ビジネスを通じて環境問題など社会課題の解決に貢献
するのが得策だと判断するのが当たり前の時代となっ
ていて，それは，国連持続可能な開発目標（SDGs）
の主旨にも沿っている。
環境規制や労働権などに関する法の網を潜り抜けて

短期的に利益をあげられたとしても，告発や証拠の突
合せが容易な情報化社会においては結局は明るみに出
てしまう可能性が大きく，ブランド価値の棄損で長期
的には大きなマイナスとなるという認識を経営層は
もっと認識すべきであろう。
二酸化炭素などの温室効果ガスの人間活動に伴う排

出による地球温暖化は，産業革命以前に比べて地球全
体の平均地上気温をすでに 1℃上昇させており，豪雨
の激化や頻度の増大など人為的な気候変動を引き起こ
している。海水温も海面水位も上昇し，激烈な台風な
どによる高潮被害が世界的に頻発しているし，日本で
もほぼ毎年の様に豪雨による水害が各地で甚大な被害
をもたらしている。
こうした災害への対応で国や地方行政の財政はひっ迫

し，復旧・復興だけで手一杯となり，事前の防災・減災
に対する投資が難しくなって，持続可能な発展を阻害す
る。企業や市民が気候変動の外部不経済を公的部門に
押し付けたつもりでも，そのツケは結局は財政危機を通
じて公共サービスの低下や増税としてはね返ってくる。
損害保険会社はより深刻な影響を受けていて，近年

の自然災害による被害の増大は収益を圧迫しつつあ
り，その主要な抜本的要因である気候変動対策を非常
に重要視している。保険会社は主要な機関投資家でも
あり，気候変動を促進させる企業への投資を控え，気
候変動対策を進める企業への投資を増やす方向にある
のは極めて合理的な判断なのである。
そうした機関投資家は環境に加えて社会や企業統治
への配慮も重視するようになっていて，ESG 投資と
呼ばれる様になっている。これは，そうした企業の方
が長期ビジョンを持ち，企業価値の棄損リスクに敏感
に対処していて，経済危機などのショックに対して強
靭であり，高い利益率が長期的に見込まれると期待さ
れているからである。
そういう意味では，企業が省エネに取り組むのはエ
ネルギーコストの削減以上の価値を持つし，再生可能
エネルギーの自社での利用増というよりは，再生可能
エネルギーの社会全体での使用割合を増大させる事業
での存在感が機関投資家からの投資を呼び込み，株価
に反映される状況となっている。
気候変動対策だけではなく，施工時の水質汚濁対策
や土壌汚染対策も ESG の E（環境）への配慮として
評価されるし，騒音・振動・粉塵対策は労働者の健康
促進としてESGの S（社会）にアピールする。
一方で，環境や社会への配慮，ガバナンスの重視は
若者が就職する際の企業選択でも非常に重要である。
衣食足りて礼節を知るではないが，生理的欲求や安全
欲求がそれなりに満たされている現代では，若者は仕事
にも社会正義や地球規模課題の解決への貢献などのや
りがいを求めている。良い人材を得ようとするのであれ
ば，気候変動など環境対策には積極的に取り組み，労
働権の尊重など社会正義も具現し，企業統治も公明正
大に透明性をもってあたる必要がある。それはとりもな
おさず企業のブランド価値をあげることに他ならない。

─おき　たいかん　東京大学　総長特別参与，� �
サステイナビリティ学連携研究機構　教授─
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行政情報

建設施工分野における地球温暖化対策

北　川　　　順

国土交通省では，建設施工分野の地球温暖化対策を推進するため，平成 11 年に「地球温暖化対策検討
分科会」を設置し，以来，マニュアルの作成や燃費性能の優れた建設機械を認証する制度の創設などの取
り組みを進めてきた。本稿では，これまでの取り組みの概要を振り返るとともに，その成果を報告する。
キーワード：地球温暖化対策，CO2 排出削減，低炭素型建設機械，燃費基準達成建設機械

1．はじめに

近年，猛暑や局地的な豪雨等の異常な気象現象が多
発している。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
が，平成 26 年に公表した第 5次報告書（AR5）では，
地球温暖化が近年の豪雨や極端な低温・高温などの原
因になっている可能性が高いとされており，気候変動
のリスクを抑えるためには，世界全体で温室効果ガス
の排出量を削減することが必要とされている。2015 年
にパリで開催された COP21 では，2020 年以降の法的
枠組みの採択を目指した交渉が行われ，その成果とし
て「パリ協定」が採択された。このパリ協定において
は，工業化以前からの全球平均気温上昇を 2℃より十
分低く保持すること，1.5 ℃に抑える努力を追求するこ
と等を目的とし，この目的を達成するよう，世界の排
出量のピークをできる限り早くするものとし，人為的
な温室効果ガスの排出と吸収源による除去の均衡を今
半世紀後半に達成するために，最新の科学に従って早
期の削減を目指すこととされている。さらに，主要排
出国を含む全ての国がNDC（Nationally Determined 
Contribution）を 5 年ごとに提出・更新すること，ま
た協定の目的に留意し，長期の温室効果ガス低排出発
展戦略を作成・提出するよう努めるべきこと等が規定
されている。
ところで，我が国では地球温暖化対策として，これ

まで平成 9年に採択された「京都議定書」に基づき，
「地球温暖化対策推進大綱」，「京都議定書目標達成計
画」を策定し，温室効果ガスの削減に取り組んできた。
さらに，先述したパリ協定を踏まえ，地球温暖化対策
と経済成長を両立させながら，温室効果ガスの排出を
削減することを目指し，「地球温暖化対策計画（平成

28 年 5 月閣議決定）」が策定された。ここでは，日本
全体の温室効果ガスについて，中期目標として 2030
年度までに 2013 年度比 26％（2005 年度比で 25.4％）
の削減，長期目標としては 2050 年度までに 80％の削
減を目標としている。この目標を分野毎の取り組みで
達成することとしており，建設施工分野においては，
「省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（建
設施工・特殊自動車分野）」を実施することで，2030
年度までに 2012 年度比で 44 万 t-CO2（上位ケースで
は 2030 年度までに 2005 年度比 80 万 t-CO2）の削減
を掲げており，その目標の達成に向けて取り組むこと
としている。

2．これまでの取り組み

国土交通省では，建設施工分野の地球温暖化対策を
推進するため，平成 11 年に「地球温暖化対策検討分
科会」を設置し，これまでに以下のような取り組み（表
─ 1）を進めてきた。

（1）温暖化対策の手引き，省エネ運転マニュアル
建設施工分野における CO2 排出削減対策として，

施工効率の高い工法の採用や燃費性能の優れた建設機
械の選定によるエネルギー消費の低減，CO2 排出量の
少ない資機材の使用，もしくは資材の使用量そのもの
を削減することが考えられる。国土交通省では，設計
計画を行う発注者側技術者や施工時に施工計画を行う
現場技術者を対象とし，CO2 排出削減に資する工法，
資材，建設機械等の選定や CO2 排出量の測定方法等
を示した「建設施工における地球温暖化対策の手引き」
を平成 15 年に策定した。さらに，建設機械に直接関

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策
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与する現場管理者やオペレータ等に対して燃料消費を
抑えた運転方法など（図─ 1）をまとめた「省エネ運
転マニュアル」を作成し，建設施工分野におけるCO2
排出量削減に向けた啓発を図っている。
また，（一社）日本建設業連合会において「省燃費

運転研修会」が継続的に開催されているなど，業界団
体においても省エネ運転の普及啓発活動が行われてい
るところである。

（2）建設機械の燃料消費量測定方法
建設機械の燃費性能については，一般的な乗用車が
専ら走行することに対して，動作内容が走行旋回，掘
削等，多岐にわたることから，その評価が難しいとこ
ろであったが，平成 16 年度に（一社）日本建設機械
化協会規格（JCMAS）であるエネルギー消費量試験
方法が制定された。この規格では，実作業と相関の高
い測定方法とするため，たとえば油圧ショベルにおい
ては，図─ 2のような模擬の動作を行うこととして，
標準動作あたりの燃料消費量を測定するなど，機種毎
に試験方法が定められており，これまでに油圧ショベ
ル，ブルドーザ，ホイールローダ，ホイールクレーン
でそれぞれ制定されている。この燃料消費量測定方法
の規格化により，建設機械の燃費性能を統一の基準で
比較することが可能となり，建設機械ユーザーにも燃
費比較が容易となった。
なお，米国が主査，日本がプロジェクトリーダーと
して，この規格をベースとして建設機械の燃料消費量
測定方法の国際標準化に向けた調整が行われていると
ころである。

（3）指定・認定制度
燃費性能の優れた建設機械の普及促進を図るため，
燃費の良い建設機械を明確化し，メーカーに開発を促
すとともに，環境対策が不十分な古い建設機械の買い
換えを促進することを目的に，燃費性能の優れた建設
機械を指定・認定する制度を運用している。
まず，平成 19 年 11 月より「低燃費型建設機械指定
制度」を開始した。この制度は，動力伝達の効率化等

表─ 1　これまでの主な取り組み

H11 建設施工の地球温暖化対策分科会の設置

H15
建設施工における地球温暖化対策の手引きの作成
省エネ運転マニュアルの作成

H16 建設機械の燃費測定方法の規格化（JCMAS）
H19 低燃費型建設機械指定制度の創設（H19.11 ～ H21.4）

H22
低炭素型建設機械認定制度の創設（H22.4 認定開始）
日本政策金融公庫による低利融資制度に低炭素型建設機械の認定を受けた建設機械を追加
建設機械の燃費測定方法（JCMAS）の改定（ハイブリッド機械，電動機械への対応）

H23
低炭素型建設機械認定制度の改定（対象機械の追加，認定要件の改定）
エコリース促進事業補助金制度の創設（環境省事業）
特殊自動車における低炭素化促進事業の創設（環境省連携事業，H26 終了）

H25 燃費基準達成建設機械認定制度の創設（H25.4 認定開始，油圧ショベル，ブルドーザ，ホイールローダ）

H26
燃費基準達成建設機械認定制度の改定（小型油圧ショベルの追加（H30.4 認定開始））
省エネルギー建設機械導入補助金制度の創設（経済産業省連携事業）
日本政策金融公庫による低利融資制度に燃費基準達成建設機械の認定を受けた建設機械を追加

H28 燃費基準達成建設機械認定制度の改定（ホイールクレーンの追加（H34.4 認定開始予定））

図─ 1　省エネ運転マニュアルより
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による燃費改善が見込める省エネルギー機構を装備し
た建設機械を指定するものであったが，平成 21 年 4
月に指定を終了した。
その後，民間の技術開発により新たな技術として車

体旋回の減速時に発生するエネルギーを電気エネル
ギーに変換し，発電機モーター等を通じて補助エネル
ギーとして活用するハイブリッド機構など，大幅な燃
費効率の改善を実現する機構を備えた建設機械等の開
発が進められてきたことを受けて，平成 22 年 4 月よ
り「低炭素型建設機械認定制度」を開始した。この認
定制度は，「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関す
る法律」（以下，「オフロード法」という）の基準に適
合する（オフロード法の適用を受けない出力帯は除く）
とともに，ハイブリッド機構を備えた建設機械を対象
としており，排出ガス性状が良く，さらに大幅な燃費
低減が期待できる低炭素型建設機械として認定する制
度である。なお，この制度は平成 23 年 4 月に後述す
る燃費基準値を達成することも要件に加えている。
また，ハイブリッド機構のような特別な機構を持た

ずとも，燃費性能の優れた機械の開発が進んできたこ
とから，一定の燃費性能を満足する建設機械を認定す
る制度として，平成 26 年 4 月より「燃費基準達成建
設機械認定制度」を開始した。認定要件となる燃費基
準値については，当時最も優れた燃費性能を持つ機械
の燃料消費量（トップランナー）を基本とし，2020
年目標として採用した。燃費改善率を機械単体で評価
した場合，2020年目標を達成する主要3機種（油圧ショ
ベル，ブルドーザ，ホイールローダ）の燃費改善率の
平均は，1990 年比で約 20％にも達している。この制
度では，燃費基準の達成度合いに応じて，100％達成
建設機械（☆☆☆）と 85％達成建設機械（☆☆）と

して認定され，それぞれ図─ 3のラベルを建設機械
に貼付することが可能となり，環境への貢献をアピー
ルすることができる。なお，対象機種としては，まず
CO2 排出寄与率の高い油圧ショベル，ブルドーザ，ホ
イールローダを対象として開始したが，平成 30 年 4
月より小型油圧ショベル（バケット容量 0.085 m3 以
上，0.25 m3 未満）を追加しており，さらに，平成 34
年 4 月にはホイールクレーンの認定を開始する予定で
ある。

（4）購入等に関わる支援制度
燃費性能の優れた建設機械は，燃費向上を図るため
に特別な機構を有することから，通常の建設機械より
も高価になる。そこで，（3）で述べた制度によって認
定を受けた建設機械の普及促進を図るため，購入等す
る際の支援制度を関係各省で実施してきた。これまで
実施されてきた主な制度について紹介する。

【補助金】
・ 特殊自動車における低炭素化促進事業（H23～ H26）
低炭素型建設機械認定制度による認定を受けた建設
機械を新規導入する際に，通常の建設機械との差額の
一部を補助する制度。

図─ 2　油圧ショベルの模擬掘削動作

図─ 3　燃費基準達成建設機械のラベル
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・省エネルギー型建設機械導入補助金（H26 ～）
燃費性能を向上させる機構を備えた建設機械を購入

する際に，通常の建設機械との差額の 9/10 または
6/10（上限額 300 万円）を補助する制度。
・エコリース促進事業補助金（H23 ～）
低炭素型建設機械として認定された建設機械をリー

スする際に，リース料総額の 2％（ただし岩手県，宮
城県，又は福島県に係るリース契約は 10％）補助す
る制度。
【融資】
・環境・エネルギー対策資金（H22 ～）
低炭素型建設機械または燃費基準達成建設機械の認

定を受けた建設機械を購入する際に，日本政策金融公
庫から低利で融資（特別利率①）を受けることができ
る制度。
【税制】
・グリーン投資減税（H23 ～ H25）
ハイブリッド油圧ショベルを購入する際に，基準取

得価額の一部の税額控除又は基準取得価額の一部の特
別償却が受けられる制度。

3．これまでの取り組みの成果

これまでに述べた認定制度や支援制度等の効果もあ
り，平成 30 年 10 月末時点で低炭素型建設機械認定制
度については 49 型式，燃費基準達成建設機械につい
ては 89 型式が認定されている（図─ 4）。これは，型
式数としては，現在新車販売されている型式の約 8割
（小型油圧ショベルを除く）にも達している。また，
燃費性能の優れた建設機械（低燃費型建設機械と同等
以上の燃費性能を有する建設機械）の普及率について
も図─ 5のように年々増加している。古い建設機械

が，新しく燃費性能の優れた建設機械に買い替えられ
ることで CO2 排出量が削減されていくと考えられ，
その削減量は年々増加しており，地球温暖化対策計画
の目標達成に向けて順調に推移しているところであ
る。

4．現在の取り組み

これまでに述べた取り組みを更に推進すべく，以下
の取り組みを進めているところである。

（1）次期燃費基準値の策定
燃費基準達成建設機械認定制度の 2020 年目標につ
いては，前項で述べたとおり，達成する建設機械が増
加してきており，現行の基準値のままでは，建設機械
の差別化が図られなくなることが想定される。そこ
で，メーカーによる更なる燃費性能の向上に資する技
術開発の促進や，更に燃費の良い機械の差別化を図る

図─ 4　低炭素型建設機械及び燃費基準達成建設機械の累計認定型式数の推移

図─ 5　燃費性能の優れた建設機械の普及率とCO2 排出削減量
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ため，新たな燃費基準値（2030 年目標）の策定に向
けて取り組んでいるところである。

（2）認定制度の対象機種拡大
これまで認定制度の対象機種はCO2 排出寄与率（図
─ 6）の高い機種から検討を進めてきた。CO2 排出削
減をさらに進めるためには対象機種を拡大することが
有効であることから，寄与率の大きい可搬型発動発電
機を追加すべく検討を進めているところである。

5．今後の取り組み

IPCCが平成30年10月に公表した特別報告書では，
温室効果ガスの削減をより一層推進する必要があると
警告している。また，地球温暖化対策計画においても，
具体的な方策は示されていないものの，2050 年まで
に 80％の温室効果ガスを削減することが長期目標と
して掲げられている。そのため，建設施工分野におい
ても更なる CO2 排出削減に取り組む必要がある。建
設施工分野において，経済発展を損なうことなく環境
保全対策を推進していくためには，省エネ運転の普及
や建設機械の環境性能を高める技術開発を促進してい
くとともに，開発された技術の普及促進に努める必要
がある。また，建設機械自体の燃費性能向上だけでな
く，ICT の導入による施工の効率化・合理化によっ
てもCO2排出量削減を図ることが可能と考えられる。
今後もこれらの取り組みをさらに推進することで，地
球温暖化対策を更に推進していきたい。

謝　辞
建設施工分野の地球温暖化対策の推進において，
ユーザー，メーカー，関係機関，関係団体等の多くの
皆様のご協力を頂き，感謝申し上げるとともに，引き
続きご協力のほどよろしくお願い致します。

【参考】国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_
constplan_tk_000005.html
 

［筆者紹介］
北川　順（きたがわ　じゅん）
国土交通省　総合政策局　公共事業企画調整課
環境・リサイクル企画室
課長補佐

図─ 6　�2011 年度における建設機械のCO2 排出寄与率と燃費基準値の策
定状況（国土交通省調べ）
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行政情報

気候変動への適応
気候変動がもたらす我が国の危機に総力で備える

東　　　佑　亮

平成 30 年 6 月 13 日に公布された「気候変動適応法」に基づき，新たに政府全体の「気候変動適応計画」
が法定計画として閣議決定され，既定の「国土交通省気候変動適応計画」（以下「国交省適応計画」という）
についても，最新の施策等を反映する改正を行ったことから，計画の概要及び改正のポイントについて紹
介する。
キーワード：気候変動，適応，災害，国土交通省

1．はじめに

近年，気温の上昇，大雨の頻度の増加や熱中症リス
クの増加など，気候変動及びその影響が全国各地で現
れており，さらに今後，長期にわたり拡大するおそれ
がある。実際，今年度においては，我が国は「平成
30 年 7 月豪雨」や，その後の国内観測史上最高気温
を更新した猛暑に見舞われ，多くの犠牲者をもたら
し，また，国民の生活，社会，経済に多大な被害を与
えた。個々の気象現象と地球温暖化との関係を明確に
することは容易ではないが，今後，地球温暖化の進行
に伴い，このような猛暑や豪雨のリスクは更に高まる
ことが予測されている。
地球温暖化その他の気候変動に対処し，国民の生命・

財産を将来にわたって守り，経済・社会の持続可能な
発展を図るためには，緩和策（温室効果ガスの排出削
減等対策）に全力で取り組むことはもちろんのこと，
現在生じており，また将来予測される被害の回避・軽
減を図る適応策に，多様な関係者の連携・協働の下，
一丸となって取り組むことが重要である。
我が国においては，政府全体の「適応計画」が平成

27 年に初めて策定されているが，とりわけ，国土の
保全，まちづくり，交通政策，住宅・建築物，気象な
ど多様な分野を所管し，安全・安心な国土・地域づく
りを担う国土交通省の役割は大きい。このため，国土
交通省としては，政府全体の適応計画の策定に先駆け
て，国土交通分野の適応策を検討し，国交省適応計画
として平成 27 年 11 月に取りまとめている。
平成 30 年 6 月には，第 196 回国会において気候変

動適応法が成立し，法に基づく政府全体の適応計画が

策定されることとなり，国土交通省は，政府全体の適
応計画に国交省適応計画の内容を反映するに当たり，
最新の施策を踏まえて内容を一部改正することとし，
政府全体の適応計画の閣議決定日である平成 30 年 11
月 27 日に合わせて一部改正を行った。
本計画に基づいて，国土交通省は，全国に展開して
いる地方支分部局における現場業務から，本省におけ
るハード・ソフト両面での制度等企画・立案業務，さ
らには気候変動の観測・研究に関わりの深い気象庁や
国土地理院から，国土技術政策総合研究所等の研究機
関まで幅広く所掌する総合力を発揮して，適応策の展
開に総力を挙げて取り組んでいくとともに，気候変動
適応法において，国，地方公共団体，事業者，国民が
担うべき役割が明確化されたことを踏まえ，同法を所
管する環境省をはじめとした関係省庁，地方公共団体
との積極的な連携・協働や，国民，NPO，企業の幅
広い参画・協力のもと，適応策の展開に総力を挙げて
取り組んでいく。

2．国交省適応計画の基本的な考え方

（1）国土交通省が推進すべき適応策の理念
国土交通省では，現在生じている，あるいは将来生
じうる気候変動の影響による被害を最小化する施策
を，様々な主体による適切な役割分担とできるだけ科
学的な知見に基づいて適切な時期に計画的に講じるこ
とにより，効果的・効率的に①国民の生命・財産を守
り，②社会・経済活動を支えるインフラやシステムの
機能を継続的に確保するとともに，③国民の生活の質
の維持を図り，④生じうる状況の変化を適切に活用す

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策
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ることを基本的な理念として適応策を推進することと
している。

（2）適応策の基本的な考え方
（a）不確実性を踏まえた順応的なマネジメント
適応策を推進する際には，順応的なマネジメントを

行うこととし，気候変動のモニタリングを継続的に行
いつつ，気候変動の進行や最新の気候予測データ，地
域の社会経済状況の変化，既往の対策及び新たな対策
によるリスクの低減効果を踏まえて，必要なタイミン
グで的確な適応策を選択できるように進めることとす
る。
（b）現在現れている事象への対処
気候変動に伴って短時間強雨や大雨の発生頻度の増

加，猛暑日日数の増加などが予測されているが，これ
らは，既にわが国でも観測され顕在化した事象であ
る。これらの事象に対しては，既に実施されている防
災施策等の施策を含めて，適応策としても位置づけて
さらに推進することを基本とする。
（c）将来の影響の考慮
気候変動の影響を考慮した対策を検討する際には，

気候変動によって事象の発生頻度が変化することにも
留意し，低頻度であるが大規模な影響をもたらしうる
ものも含め，様々な事象を想定して対応を検討するこ
とを基本とする。
（d）ハード，ソフト両面からの総合的な対策
適応策には，施設整備等のハード対策から，住民へ

の情報提供，避難等のソフト対策まで様々な対策が含
まれるため，ハード・ソフトを適切に組み合わせた総合
的な対策を速やかに講じることとする。なお情報通信技
術（ICT）に関しては，住民への情報伝達等のため積
極的に活用するほか，ビッグデータの活用も検討する。
また，平成 30 年 7 月豪雨，平成 30 年台風 21 号，

平成 30 年北海道胆振東部地震等により，これまで経
験したことのない事象が起こり，重要インフラの機能
に支障を来すなど，国民経済や国民生活に多大な影響
が発生した。国民経済・生活を支え，国民の生命を守
る重要インフラが，あらゆる災害に際して，その機能
を発揮できるよう，対策を実施する。
（e）各種事業計画等における気候変動への配慮
適応策を効果的かつ効率的に実施するために，各種

事業計画等へ気候変動による影響への適応の考え方を
組み込むことに留意する。また，インフラやシステム
等の整備，維持管理，更新等を着実に進める中で，必
要に応じて，将来の気候変動の影響も考慮した施設の
設計等も検討することとする。

（f）自然との共生及び環境との調和
国土交通省においては，社会資本整備に当たってこ
れまでも自然環境を保全・再生・創出する施策に取り
組んできた。また，自然環境が有する機能を引き出し，
地域課題に対応することを目的とした社会資本整備や
土地利用等（グリーンインフラ）は，持続可能な社会
や自然共生社会の実現，国土の適切な管理，質の高い
インフラ投資に貢献している。そのため，適応策の立
案や実施においても同様に，自然環境の保全・再生・
創出やグリーンインフラの活用に配慮することとする。
（g） 地域特性の考慮，各層の取組推進（地方公共

団体，事業者，住民等）
適応策の推進に当たっては，地域がその特性に応じ
て柔軟な対策を講じることができるよう配慮する。ま
た，防災や環境等身近な問題を事例として気候変動の
影響や適応策に関する住民への周知等を含め，国とし
ても可能な支援を行うものとする。

3．国交省適応計画における主な施策の概要

（1）自然災害分野
（a）水害
影　響： 施設の能力を上回る外力による水害が頻発

するとともに，発生頻度は比較的低いが施
設の能力を大幅に上回る外力により極めて
大規模な水害が発生する懸念が高まってい
る。

適応策： 比較的発生頻度の高い外力に対しては，こ
れまで進めてきている堤防や洪水調節施
設，下水道等の整備を引き続き着実に進め
るとともに，適切に維持管理・更新を行う。 
施設の能力を上回る外力に対しては，施設
の運用，構造，整備手順等の工夫により減
災を図るとともに，災害リスクを考慮した
まちづくり・地域づくりの促進や，避難，
応急活動，事業継続等のための備えの充実
を図る。

（b）土砂災害
影　響： 短時間強雨や大雨の増加に伴い，土砂災害

の発生頻度が増加するほか，突発的で局所
的な大雨に伴う警戒避難のためのリードタ
イムが短い土砂災害の増加，台風等による
記録的な大雨に伴う深層崩壊等の増加が懸
念されている。

適応策： 土砂災害の発生頻度の増加への対策，警戒
避難のリードタイムが短い土砂災害への対
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策，計画規模を上回る土砂移動現象への対
策，深層崩壊等への対策，不明瞭な谷地形
を呈する箇所での土砂災害への対策，災害
リスクを考慮した土地利用，住まい方等。

（c）高潮・高波等
影　響： 沿岸部（港湾）において，気候変動に伴う

強い台風の増加等による高潮偏差の増大・
波浪の強大化及び中長期的な海面水位の上
昇により，高潮等による浸水被害の拡大や
海面水位の上昇に伴う荷役効率の低下等に
よる臨海部産業や物流機能の低下が懸念さ
れる。

適応策： 軽減すべきリスクの優先度に応じ，ハード
･ソフトの適応策を最適な組み合わせで推
進することで，堤外地・堤内地における高
潮等のリスク増大の抑制，及び港湾活動の
維持を図る。また，様々な政策や取組との
連携による適応策の効果的な実施（適応策
の主流化）を促す。

（2）水資源・水環境分野
（a）水資源
影　響： 毎年のように取水が制限される渇水が生じ

ており，将来においても無降水日数の増加
や積雪量の減少による渇水の増加が予測さ
れている。

適応策： 既存施設の水供給の安全度と渇水リスクの
評価を行い，国，地方公共団体，利水者，
企業，住民等の各主体が渇水リスク情報を
共有し，協働して渇水に備える。   
渇水による影響・被害の想定や，渇水によ
る被害を軽減するための対策等を定める渇
水対応タイムラインの作成を促進する。

（b）水環境
影　響： 気候変動によって，水温の変化，水質の変

化，流域からの栄養塩類等の流出特性の変
化が生じることが想定される。

適応策： 水質のモニタリングや将来予測に関する調
査研究を引き続き推進するとともに，水質
保全対策を推進する。

（3）国民生活・都市生活分野
（a）交通インフラ
影　響： 記録的な豪雨や台風による交通インフラに

おける気象現象の影響は現在においても生
じている。将来豪雨の頻度や強い台風，竜

巻等の激しい気象現象が増加すること等が
予測されており，交通インフラへのリスク
が増大することが懸念されている。

適応策：〈物流における適応策〉
　　　　・ 荷主と物流事業者が連携した事業継続計

画（BCP）の策定を促進する。また，地
方公共団体と物流事業者等との支援物資
の輸送，保管協定等に係る高度化，民間
物資拠点のリストの拡充等を行う。

　　　　〈鉄道における適応策〉
　　　　・ 浸水被害が想定される地下駅等につい

て，出入口，トンネル等の浸水対策を推
進するとともに，斜面崩壊・落石対策お
よび護岸の保全等を推進する。

　　　　〈港湾における適応策〉
　　　　・ 浸水被害や海面水位の上昇に伴う荷役効

率の低下等に対して，係留施設，防波堤，
防潮堤等について所要の機能を維持す
る。また，クレーン等逸走対策を推進する。

　　　　〈海上交通における適応策〉
　　　　・ 航路標識の倒壊等を未然に防止するため

の対策を検討するとともに，船舶海難を
未然に防止するための海域監視体制の強
化対策を検討する。

　　　　〈空港における適応策〉
　　　　・ 沿岸部の空港については，人命保護の観

点から，高潮等に関する浸水想定を基に
ハザードマップを作成するとともに，災
害リスクに関する情報提供のための仕組
みを検討し，空港利用者等への周知等を
図る。

　　　　〈道路における適応策〉
　　　　・ 緊急輸送道路として警察，消防，自衛隊

等の実動部隊が迅速に活動できるよう，
安全性，信頼性の高い道路網の整備や
国，地方公共団体，電線管理者の適切な
役割分担による無電柱化等を推進する。
「道の駅」においては防災機能の強化を
実施する。   
災害時には早急に被害状況を把握し，道
路啓開や応急復旧等により人命救助や緊
急物資輸送を支援する。併せて，通行規
制等が行われている場合，ICT 技術を
活用し，迅速に情報提供する。

（b）ヒートアイランド
影　響： 都市の気温上昇は既に顕在化しており，熱
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中症リスクの増大や快適性の損失など都市
生活に大きな影響を及ぼしている。

適応策： ヒートアイランド現象を緩和するため，実
行可能な対策を継続的に進めるとともに，
短期的に効果が現れやすい対策を併せて実
施する。

4． 国交省適応計画改正のポイント（H30.11.27
改正）

国交省適応計画当初策定（H27.11）以降の施策，平
成 30 年 7 月豪雨，台風 21 号等を踏まえ，以下の施策
等について追加・拡充を行った（図─ 1）。
〈高規格堤防整備事業の推進〉
人口・資産等が高密度に集積する首都圏及び近畿圏

のゼロメートル地帯等の低平地において，施設の能力
を上回る洪水による越水，浸透等に対して堤防の決壊
を防ぐことができる高規格堤防の整備を推進する。
〈港湾における高潮対策の推進〉
コンテナターミナル等の高潮の浸水により，コンテ

ナの航路・泊地への流出や荷役機械の電気系設備等の
故障等により，港湾機能が著しく低下することから，
平成 29 年度に作成した「港湾の堤外地等における高
潮リスク低減方策ガイドライン」に基づく事前防災行
動を時系列に整理した「フェーズ別高潮対応計画」の

策定・実行とともに，コンテナの固縛や電気系設備の
嵩上げ等，港湾における高潮対策を推進する。
〈災害時における危機管理体制としての自転車の活用〉
災害時における道路その他の被災状況の迅速な把握
のため，全国の国道事務所等において自転車を配備
し，訓練を重ねる等により危機管理体制を強化する。
〈我が国の航空ネットワークを維持するための空港機
能確保のための対策〉
大規模な自然災害が発生した場合においても，我が
国の航空ネットワークを維持し続けることができるよ
う，空港機能確保のための対策を検討する。
〈非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊
急対策〉
気候変動の影響を踏まえ，災害等の非常時において
も外国人を含む旅行者が安心して日本を旅行できるよ
う，「非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため
の緊急対策」（平成 30 年 9 月 28 日観光戦略実行推進
会議決定）等に基づき，関係府省・機関と連携して，
様々な場面における旅行者の情報入手手段の多重化を
図る。
 

［筆者紹介］
東　佑亮（ひがし　ゆうすけ）
国土交通省　総合政策局　環境政策課
課長補佐

図─ 1　国土交通省気候変動適応計画（分野別施策の概要）
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行政情報

再生可能エネルギーの主力電源化に向けて

外　山　喜　彦・山　同　康　太

2018 年 7 月に閣議決定された第 5次エネルギー基本計画において，再生可能エネルギーを「主力電源」
としていく方針が初めて位置付けられた。再生可能エネルギーの主力電源化に向けて，総合資源エネルギー
調査会に設置された再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において，政策の具
体化に向けた検討を行い，2019 年 1月には中間整理としてとりまとめられた。本稿では小委員会における
これまでの議論の内容を中心に，再生可能エネルギーの主力電源化に向けた課題と対応について紹介する。
キーワード： 再生可能エネルギー，主力電源化，FIT 制度，コスト低減，長期安定，系統制約克服，調

整力確保，産業競争力強化

1．再生可能エネルギーの現状と課題

再生可能エネルギー（以下「再エネ」という。）を取
り巻く状況は，大きく変貌している。世界的には，再エ
ネの導入拡大に伴い発電コストが急速に低減し，他の
電源と比べてもコスト競争力のある電源となってきてお
り，それがさらなる導入につながる好循環が生じている。
我が国においても，2012 年 7月に再エネの固定価格

買取制度（以下「FIT 制度」という。）が導入されて
以降，太陽光発電を中心に再エネの導入が急速に進ん
だ。一方でその発電コストは国際水準と比較して依然
高い状況にあり，国民負担の増大をもたらしている。
2015年7月に策定された長期エネルギー需給見通し（エ
ネルギーミックス）においては，2030 年度の再エネ導
入水準（22 ～ 24％）を達成する場合のFIT制度にお
ける買取費用総額を 3.7 ～ 4.0 兆円程度と見込んでいる
が，2018 年度の買取費用総額は既に 3.1 兆円程度に達
すると想定されており，再エネの大量導入に向けて国
民負担の抑制が待ったなしの課題となっている。
また，再エネの導入拡大が進むにつれ，従来の系統

運用の下での系統制約が顕在化しており，再エネの出
力変動を調整するための調整力の確保も含め，再エネ
を電力系統へ受け入れるコストも増大している。さら
に，地域との共生や発電事業終了後の設備廃棄に関す
る地元の懸念に加え，小規模電源を中心に将来的な再
投資が滞るのではないかといった長期安定的な発電に
対する懸念も明らかとなってきている。
エネルギー政策は，安全性を前提とし，安定供給，

経済効率性，環境への適合を達成する，いわゆる「3E
＋S」の原則の下で進めていくべきであり，再エネが
直面するこうした変化の中で，2030 年度に向けて，
更にはその先も見据えた，再エネ政策のかじ取りが求
められている。
再エネは，温室効果ガスを排出せず，国内で生産で
きることから，エネルギー安全保障にも寄与できる有
望かつ多様で，長期を展望した環境負荷の低減を見据
えつつ活用していく重要な低炭素の国産エネルギー源
である。世界が再エネの電力市場への統合に向けて大
きくかじを切る中，我が国も，その最大限の導入と国
民負担の抑制との両立を図りながら，2030 年度のエ
ネルギーミックスの着実な達成を目指さなければなら
ない。そのためには，前述の課題や懸念を克服しなが
ら，産業競争力の強化にも資するよう，再エネをコス
ト競争力のある自立した「主力電源」とし，その大量
導入を持続可能なものとすることが必要である。
こうした基本認識の下，2017 年 12 月に総合資源エ
ネルギー調査会に設置された再生可能エネルギー大量
導入・次世代電力ネットワーク小委員会（以下「小委
員会」という。）において，①コスト競争力の強化（発
電コストの低減），②長期安定的な発電を支える事業
環境整備，③系統制約の克服，④適切な調整力の確保
という 4 つの論点を軸に，「コスト低減＋長期安定」
が再エネの「主力電源化」をもたらすことを打ち出す
とともに，系統制約の克服に向けた論点について集中
的に議論が行われ，2018 年 5 月に中間整理（第 1次）
が取りまとめられ，その内容が第 5次エネルギー基本

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策
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計画（2018 年 7 月閣議決定）に反映されたところ。
今後は，第 5次エネルギー基本計画を踏まえた 2030

年の絵姿，更には 2050 年も見据えながら，再エネを社
会に安定的に定着した主力電源としていくためのアク
セルを踏んでいくことが必要である。また，2018 年 7
月の西日本豪雨や 2018 年 9月の北海道胆振東部地震に
よる大規模停電など一連の自然災害から電力システム
のレジリエンス強化に向けた論点が投げかけられ，2018
年 10 月には，九州エリアにおいて本土初となる再エネ
の出力制御が行われた。こうした中間整理（第 1次）
の取りまとめ以降に生じた新たな視点も交えつつ，①
コストダウンの加速化とFITからの自立化，②長期安
定的な事業運営の確保，③系統制約の克服／適切な調
整力の確保に係るアクションプランの着実な実行，④
再エネの産業競争力を軸に，論点を深掘りしながら，
今後の政策対応について議論が進められ，2019 年 1月
には中間整理（第 2次）が取りまとめられた（図─ 1）。
中間整理（第 2次）は，第 5次エネルギー基本計画

の策定以降，約 5ヶ月間にわたり小委員会で検討を深
めてきた再エネ政策に関する事項を整理し，2020 年
度末までに行われる電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法（以下「FIT 法」
という。）の抜本見直しを含む再エネの自立化に向け
た FIT 制度の在り方や，2030 年以降を見据えた次世
代電力ネットワークの在り方の本格検討に向けた道筋
を示すものである。

以下，本稿では小委員会におけるこれまでの議論の
内容を中心に，再エネの主力電源化に向けた取組につ
いて説明する。

2．再エネの主力電源化に向けて 

エネルギーミックス（2030 年度）の再エネ比率 22
～ 24％を着実に達成するとともに，その後も再エネ
が持続的に普及拡大し，主力電源として大量に導入さ
れていくためには，再エネが自立した電源となる必要
がある。中間整理（第 1次）においては，この自立し
た「主力電源」の要素として，①他の電源と比較して
競争力ある水準までコストが低減することと，②我が
国のエネルギー供給の大きな役割を担う，責任ある長
期安定的な電源となることを提示し，その考え方は第
5次エネルギー基本計画にも盛り込まれたところ。再
エネの主力電源化の実現を盤石なものとするため，上
記 2つの視点を軸に政策検討を更に深掘りし，取組を
加速化させていくことが求められる。

（1）コストダウンの加速化と FITからの自立化
日本の再エネの発電コストは，欧州等に比べて高い
状況にある。例えば，太陽光発電については，発電コ
ストが欧州等の約 2倍以上の水準となっており，パネ
ル等の機器，工事費等ともに日本のコストは高い。こ
れは，①市場における競争が不足し，太陽光パネルや

図─ 1　第 5次エネルギー基本計画を踏まえた検討の視点と今後の対応
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機器等のコスト高をまねいていること，また，②土地
の造成を必要とする場所が多く，台風や地震の対策を
する必要があるなど，日本特有の地理的要因がもたら
す工事費等の高さ，さらには，③過剰な流通構造によ
るコスト高といった要因が考えられる。このように発
電コストが高い中で再エネの導入が拡大しているの
は，FIT 制度が様々なリスクを極小化し投資回収を
保障していることによるところが大きいが，これはあ
くまで国民負担によって支えられた過渡的な措置であ
り，将来的には FIT 制度等による支援が無くとも，
再エネが電力市場の中でコスト競争に打ち勝ち，自立
的に導入が進むようにしなければならない。
また，FIT 賦課金（国民負担）は 2018 年度で既に

年間 2.4 兆円に達し，電気料金に占める賦課金の割合
が産業用・業務用で 16％，家庭用で 11％に増大する
中，FIT 認定を取得し過去の高い調達価格を確定さ
せたまま長期間未稼働となっている案件が大量に滞留
しているが，こうした既認定案件がもたらす国民負担
に対する抜本的な打開策も不可欠である。
さらに，2019 年 11 月以降の FIT 買取期間終了を 1

つの先駆けとして，FIT 制度に頼らないビジネスモ
デルの検討が動き出しつつある中，それを早期に実現・
確立していくため，FIT 制度からの自立化に向けた
方向性を具体化していく必要がある。
（a）新規案件のコストダウンの加速化
①目指すべきコスト水準
FIT 制度における中長期の価格目標について，エ

ネルギー基本計画において「急速なコストダウンが見
込まれる電源」とされた太陽光発電・風力発電につい
ては，小委員会や調達価格等算定委員会において，世
界の急速なコストダウンの実績，日本の将来のコスト
低減見通しや現在のトップランナーの事業実施状況等
を踏まえ，目標の見直しが議論された。
こうした議論を踏まえ，2019 年 1 月，調達価格等

算定委員会において，事業用太陽光発電の「2030 年
発電コスト 7円 /kWh」という目標を 5年前倒すとと
もに，住宅用太陽光発電についても，事業用のコスト
低減スピードと合わせて，「売電価格が卸電力市場価
格並み」という価格目標を達成する年限を「2025 年」
と明確化するべきとする意見が取りまとめられた。
また，風力発電（陸上・洋上（着床式））については，

「2030 年発電コスト 8～ 9 円 /kWh」という価格目標
の実現に向けて，コスト低減の取組を深掘りしていく
べきとする意見が取りまとめられた。
その他の電源については，従前より「FIT 制度か

らの中長期的な自立化を目指す」という目標が掲げら

れており，この目標に向けて，コスト低減を進めてい
く必要がある。
②入札制の活用
FIT 制度における入札制度について，2,000 kW以
上の事業用太陽光発電は 2017 年度より入札対象とし
ており，2018 年度に計 2回（上期（第 2回）・下期（第
3回））の入札を実施した。また，一般木材等バイオ
マスによるバイオマス発電（10,000 kW以上）及びバ
イオマス液体燃料によるバイオマス発電は 2018 年度
より入札対象としており，2018年度にそれぞれ1回（下
期（第 1回））の入札を実施した。
こうした中で，小委員会において，増大する国民負
担の抑制を図り，FIT 制度からの自立化に向けたコ
スト低減を促していくため，今後入札制をより一層活
用していくべきとの方針が取りまとめられた。こうし
た議論も踏まえつつ，2019 年 1 月，調達価格等算定
委員会において，事業用太陽光発電について，国内外
の状況，規模別のコスト動向や FIT 認定量及び導入
量等に鑑み，将来の入札対象範囲の更なる拡大を見据
えつつ，まずは 2019 年度の入札対象範囲を 500 kW
以上とする意見が取りまとめられた（図─ 2）。
（b） 既認定案件による国民負担の抑制に向けた対応
①事業用太陽光発電の未稼働案件への対応
2012 年 7 月の FIT 制度開始以降，事業用太陽光発
電は急速に認定・導入量が拡大し，資本費の低下など
を踏まえて調達価格は半額以下にまで下落した（2012
年度 40 円 /kWh → 2018 年度 18 円 /kWh）。価格低
減率は他の電源に比べて非常に大きく，認定時に調達
価格が決定する中で，大量の未稼働案件による歪みが
顕著に現れている。未稼働案件に適切に対応すること
で，国民負担の抑制に資するのみならず，新規開発の
促進が可能となる。
こうした未稼働案件に対しては，これまでも累次の
対策が講じられてきた（図─ 3を参照）。しかしなが
ら，2012 ～ 2014 年度の認定案件だけでも，接続契約
を締結した上でなお約 2,352 万 kWもの案件が未稼働
のまま滞留しているのが現状であり，このうち 2016
年 7 月 31 日以前に接続契約を締結したものは，早期
の運転開始が見込まれるため当時は運転開始期限が設
定されていなかったが，現在は逆に規律が働かないま
ま未稼働となってしまっている。太陽光パネル等のコ
ストが年々低下し，2018 年度の調達価格が 18 円 /
kWh となっている中で，運転開始期限による規律が
働かず運転開始が遅れている事業に，認定当時のコス
トを前提にした調達価格が適用されることは，FIT
法の趣旨に照らして適切でないことは明確である。
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図─ 2　調達価格等算定委員会における主な決定事項

図─ 3　太陽光発電の未稼働案件への対応

こうした状況に鑑み，国民負担の抑制を図りつつ，
再エネの導入量を更に伸ばしていくため，小委員会に
おいて，運転開始までの目安となる 3年を大きく超過
した 2012 年度から 2014 年度に FIT 認定を取得した
事業用太陽光発電で，運転開始期限が設定されていな
い未稼働案件について，①原則として 2018 年度中に

運転開始準備段階に入っていないものには，認定当時
のコストを前提にした高い調達価格ではなく，運転開
始のタイミングに合わせた適時の調達価格を適用す
る，②早期の運転開始を担保するために原則として 1
年の運転開始期限を設定する等の措置を講じるといっ
た方針がとりまとめられた。



18 建設機械施工 Vol.71　No.2　February　2019

（c） 住宅用太陽光発電設備のFIT買取期間終了に向
けた対応と再エネの自立に向けた取組の加速化

① 住宅用太陽光発電設備の FIT 買取期間終了に向
けた対応

住宅用太陽光発電設備の FIT 買取期間終了後の対
応について，中間整理（第 1次）では，基本的な考え
方として，買取期間の終了とその後のオプション（①
自家消費，②相対・自由契約による売電）について，
官民一体となって広報・周知を徹底することが重要で
あるということが確認された。
中間整理（第 2次）では，2019 年 11 月に向けて，

政府としても積極的に広報を行うとともに，自治体や
民間の取組とも連携して対応することや，事業者に対
しては，全ての FIT 卒業対象者に確実に認知しても
らうため，買取期間が終了する旨の個別通知の実施を
現在の全ての買取者に要請することに加えて，特に旧
一般電気事業者（小売）に対しては，大宗の対象者の
個人情報を保有しているという実態を踏まえ，競争上
の公平性と予見性確保の観点から，買取メニュー公表
時期の事前発表，個別通知における記載内容の中立性
の確保，営業や契約における一定の制約を求めていく
ことがとりまとめられた。
②再エネの自立に向けた取組の加速化
電力システム改革の進展と再エネの大量導入によっ

て，電力供給の担い手と需要家側のニーズが多様化
し，「大手電力会社が大規模電源と需要地を系統でつ

なぐ従来の電力システム」から「分散型電源も柔軟に
活用する新たな電力システム」へと大きな変化が生ま
れつつある。また，再エネのコスト低減が進むことで，
FIT 制度による固定価格・買取義務に依拠した売電
モデルから脱却し，需要と供給が一体となったモデル
などが拡大していくことが考えられる。一方で，単に
小さい電源を増やしていけば良いわけではなく，系統
の活用も含めたシステム全体の効率性（社会コストの
最小化）の追求と，地域経済・産業の活性化や災害時・
緊急時における近隣地域でのエネルギー供給の確保
（レジリエンス）をバランスさせながら再エネの活用
モデルを構築していくことが重要であり，FIT 制度
も含めた支援策の在り方についても，こうした視点か
ら検討を進めていくことが必要である。
中間整理（第1次）では，再エネの自立モデルを①自
家消費を中心とした需要家側の再エネ活用モデルと，②
売電を中心とした供給側の再エネ活用モデルに分類・整
理され，議論が行われた。中間整理（第 2次）では，こ
のうち，自家消費と系統の活用を含む「需給一体型」の
モデルについて，①家庭，②大口需要家，③地域，と需
給の範囲を最小単位の家庭から地域単位へと徐々に拡
大させながら，それぞれの論点と方向性について複数の
事例を基に，事業環境整備の在り方について議論が深
められるとともに，売電を中心とした供給側の再エネ活
用モデルの在り方については，非化石証書の活用に係る
取組についてのフォローアップが行われた（図─ 4）。

図─ 4　「需給一体型」の再エネ活用モデル
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（2）長期安定的な事業運営の確保
再エネの「自立化」に向けてクリアすべき条件のう

ちもう 1つは，我が国のエネルギー供給の大きな役割
を担う責任ある電源として，長期安定的な電源となる
ことである。
FIT 法の施行から 6 年半が経過したが，FIT 制度

により参入が急速に拡大した太陽光発電のプレーヤー
を中心に，設置工事・メンテナンスの不備等による安
全面での不安や，景観や環境への影響等をめぐる地元
との調整における課題などが顕在化している。「地域
との共生」に向けた課題を克服するため，信頼ある発
電事業者としての必要十分な規律や地元との円滑な調
整の在り方について検討する必要がある。また，小規
模な事業が多い中，FIT 制度による買取期間が終了
した後も再エネ発電事業が適正に継続され，更には将
来的な再投資が行われるような事業環境を作り上げて
いくことも重要である。
（a）事業規律の強化と地域共生の促進
FIT 制度の創設以降，10 ～ 50 kW未満の小規模太

陽光発電が急激に増加しており，事業用太陽光に占め
る割合は，導入件数では全体の約 95％（約 48 万件），
導入容量では全体の約 37％（約 12 GW）を占めてい
る。こうした中，昨今の豪雨・台風等の災害に伴い，
太陽光パネルの崩落・飛散等が発生しているが，FIT
買取データからは，太陽光発電設備について，電気事
業法上の事故報告義務がない 50 kW未満での被害件
数も多いと推定される。また，再エネの導入が進むに
つれ，景観や環境への影響等をめぐり，立地地域にお

いて調整が難航する事案も顕在化してきた。さらに，
将来的に太陽光発電設備が適切に廃棄されるのかと
いった懸念も顕在化してきている。
こうした課題に対し，（1）安全・保安面の規律強化，

（2）地域住民・自治体との調整円滑化，（3）太陽光発
電設備の廃棄対策といった施策を総合的に実施するこ
とにより，再エネ発電事業の長期安定的な事業運営を
確保していく必要がある。こうした基本認識の下，中
間整理（第 2次）では，上記 3つの論点について，そ
れぞれ対応の方向性がとりまとめられた（図─ 5）。
（b）立地制約のある電源の導入促進
太陽光発電に偏重した導入が進む中，エネルギー安
定供給の観点からは，洋上風力発電や地熱発電など立
地制約による事業リスクが高い電源も含め，バランス
の取れた導入を促進することも重要である。特に，我
が国にとって洋上風力発電は，大きな導入ポテンシャ
ルとコスト競争力を合わせ持ち，再エネの最大限の導
入拡大と国民負担の抑制の両立において重要な電源と
して位置づけられる。洋上風力発電のための海域利用
ルールの整備として，第 197 回国会において海洋再生
可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促
進に関する法律（以下「再エネ海域利用法」という。）
が成立したところ。さらに，2018 年 12 月には，小委
員会の下部組織として洋上風力促進ワーキンググルー
プを設置し，国土交通省と合同で具体的な運用方法の
検討を開始したところであり，再エネ海域利用法の適
切な運用を通じて，洋上風力発電の導入促進を図って
いく（図─ 6）。

図─ 5　長期安定的な事業運営の確保に向けた対応の方向性
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図─ 6　洋上風力発電の導入拡大ための課題と対応

3． 再エネの大量導入を支える次世代電力ネッ
トワークの構築（系統制約の克服と調整
力の確保）

「再エネの大量導入を支える次世代電力ネットワー
クの構築」を進める上で課題となる「系統制約の克服」
と「調整力の確保」については，2017 年 12 月の小委
員会の設置以降，「日本版コネクト＆マネージ」を始
めとした既存系統を最大限に活用するための方策を中
心に，網羅的なアクションプランを中間整理（第 1次）
で取りまとめた。中間整理（第 2次）においては，ま
ずは第 5次エネルギー基本計画の策定以降，小委員会
の議論と並行してどの程度アクションプランが実行に
移されてきたか，その進捗状況を確認した。
さらに，このうち「再エネの主力電源化等に向けた

次世代NWの形成」に係る論点については，中間整
理（第 1次）の取りまとめまでにも小委員会で議論が
行われたが，その後，第 197 回国会で再エネ海域利用
法が成立したことで，導入される再エネの規模・特性
に応じた系統形成の在り方について新たな議論の
フェーズを迎えつつある。また，北海道胆振東部地震
による大規模停電を始め，自然災害と電力の安定供給
について再考を迫る事象が生じ，他の審議会等におい
てレジリエンスの強化を含む系統形成の在り方につい
て一定の方向性が示されたことは，中間整理（第 1次）
の取りまとめ以降に生じた事象として小委員会での検
討においても十分に留意する必要がある。こうした新

たな視点も交えつつ，2030 年以降も見据えた「系統
整備・増強を含めた次世代NW形成」について本格
的に検討に着手し，更に議論を深めていく必要がある。
次世代電力NWへの転換を進めていくためには，
系統の整備・増強以外にも，再エネを大量導入してい
く中での「調整力の確保・調整手法の高度化」も併せ
て検討していくことが重要である。現在のように，再
エネ電源が他の火力発電等の調整力に依存するモデル
から，再エネ電源自身も一定程度の調整力を具備して
系統安定に貢献するとともに，送配電事業者・発電事
業者・小売電気事業者の適切な役割分担の中で市場等
を活用した効率的な調整が行われるようなモデルに転
換していくことが必要である。
また，2018 年 10月には，九州エリアにおいて本土初

となる再エネの出力制御が行われた。再エネの出力制
御は再エネの接続量増やすための必要な措置であり，
再エネ導入が進む欧州でも行われているが，地域間連
系線の更なる活用や火力発電等の最低出力の引下げ等
を通じて，出力制御量を減らすための取組を進めてい
る。さらに，九州エリアにおける出力制御の実績から得
られた示唆も踏まえながら，引き続き調整力の確保・調
整手法の高度化に向けた検討を深めていく必要がある。

4．再エネの産業競争力について

再エネの産業競争力を高めることは，世界の市場で
日本が「稼ぐ」産業分野を開拓する観点から重要であ
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るほか，効率的な事業運営を通じてEnergy Efficiency
の向上をもたらし，安定的な事業運営によってEnergy 
Security に寄与することから，エネルギー政策上も意
義が大きい。
日本においては，固定価格・買取義務に依拠した

FIT 制度により，参入障壁の低い太陽光発電を中心
に，大小様々なプレーヤーが再エネ発電事業に参入
し，電力供給の担い手が劇的に多様化している。一方
で，世界の潮流を見ると，再エネのグローバル・トッ
プ・プレーヤーは様々な形で大規模化を追求し，国際
展開を通じて収益性を高めている。産業競争力の側面
から見ても，単に小さい電源を増やしていけば良いわ
けではなく，大規模化を通じた事業効率性・収益性・
安定性の追求と，分散化（地産地消，需給一体型モデ
ル）による地域経済・産業の活性化や非常時のエネル
ギー供給の確保等をバランスさせていくことが重要で
ある。こうした基本認識の下，小委員会では，再エネ
発電事業における産業競争力の考え方について，①大
規模化と②分散化の視点，更にはこれらを③電源別の
視点からも整理され，議論が行われた。

5．おわりに 

小委員会においては，これまで約 1年間にわたり，
再エネの主力電源化と，再エネの大量導入を支える次
世代電力ネットワークの構築に向けた政策対応につい
て検討が行われ，足下の課題に対して打つべき策が順
次講じられてきた。引き続き残された論点は多いもの
の，世界が再エネの電力市場への統合に大きく舵を切
る中，日本もそれに追いついていくための土台となる
議論が積み重ねられ，政策の方向性が示された。一方，
小委員会の議論を通して，再エネ政策は，エネルギー
供給の在り方や電力システムの設計と密接不可分であ

るだけでなく，地域との共生やレジリエンスの強化な
ど，非常に多面的な目的・視点から包括的な議論の下
で進めていく必要があることも顕著となった。
2020 年 4 月の発送電分離により我が国の電力シス
テム改革はまた新たなフェーズに入り，容量市場や需
給調整市場など市場機能を活用した電力システムの運
用が本格化していく。こうした電力システムの転換と
併せて，再エネ政策も，これまでの固定価格・買取義
務に依拠して「量」を増やすことを最優先とした電源
政策から，発電事業者としての責務と市場を意識した
発電行動を促し社会コストを最小化する観点も加え，
競争力ある電源として電力市場・NWに統合していく
ことに主眼を置いたネットワーク政策へと比重を移し
ていくことが重要になる。2020 年度末の FIT 法抜本
見直し期限まであと 2年余りと迫る中，再エネが自立
していくための橋渡しとなる支援制度の在り方や，大
量に導入された再エネが地域と共生しながら定着し長
期安定的な事業運営を行う規律ある事業環境の在り
方，脱炭素化に向けた電力レジリエンス強化・次世代
NW形成のための電気事業制度の在り方など，必ずし
も 2020 年度末の期限を待つことなく関係審議会等に
おいてそれぞれ具体的な制度設計を進め，主力電源化
を盤石なものとするための総合的な政策パッケージを
示していく必要がある。
 

［筆者紹介］
外山　喜彦（とやま　よしひこ）
経済産業省　資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部　新エネルギー課
課長補佐

山同　康太（さんどう　こうた）
経済産業省　資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部　新エネルギー課
係長
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下水道法改正後大規模な地域全体の 
下水熱回収システム導入
長野県諏訪市の地域災害拠点病院におけるエネルギーサービス事業

柘　植　康　司

2018 年 7 月に政府は，エネルギー政策の基本的な方向性を示すために，新しいエネルギー基本計画が
閣議決定した。今後，急速に普及する再生可能エネルギーを安定的かつ有効に活用していくため，地域に
存在する再生可能エネルギーを地域内で効率的に活用する「エネルギーの地産地消」が注目を集めている。 
今回，日本赤十字社諏訪赤十字病院（長野県諏訪市）において，ヒートポンプの熱源として下水熱や地
中熱を活用したエネルギーサービス事業（以降，ES事業）について紹介する。
キーワード： エネルギーサービス，MCP，地産地消型再生可能エネルギー，下水熱利用，補助金制度活用

1．下水熱を活用した ES事業について

（1）日本赤十字社　諏訪赤十字病院 ES事業概要
本ES事業は，諏訪市の「地球温暖化対策実行計画」

に基づき，再生可能エネルギー導入を図る事業である。
地域災害拠点病院である諏訪赤十字病院の管理棟増

築に合わせて，下水熱・地中熱・空気熱および排熱利
用など，地域特性に応じた複数の再生可能エネルギー
を導入する（図─ 1）。

（2）実施体制（図─ 2）

図─ 2　実施体制図

（3）病院の概要（表─ 1，写真─ 1）

（4） MCP（医業継続計画）と経済性・環境性を配
慮した熱源システム（図─ 3）

①  MCP 対策：熱源を多重化（電気・都市ガス・A
重油）している。災害時は，電気・都市ガスが，
遮断されても病院の医療活動が継続できるよ
う，手術室や ICUなどの空調・滅菌などが可能
なシステムとした。

② 経済性：各熱源機器の特性に応じた運転パターン
を計画した。1年間の冷房負荷を＋側，暖房負荷

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策

図─ 1　地域特性に応じた複数の再生可能エネルギー活用

表─ 1

建築主 諏訪赤十字病院（地域災害拠点病院）
所在地 長野県諏訪市湖岸通り五丁目
設立 平成 13 年 4 月 2 日
病床数 455 床（一般 425 床・精神 30 床）
延床面積 34,813 m2

工期 2016 年 10 月～ 2018 年 1 月

写真─ 1　諏訪赤十字病院外観
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を－側に示す（図─ 4）。
③ 環境性：地域特性に応じた再生可能エネルギーの
積極的な利用を検討した。検討に当たり参考にし
た資料を示す（図─ 5）。このグラフは，地域冷
暖房における販売熱量当たりの CO2 排出量を示
しており，数字が低いほど環境性に優れている。
晴海アイランド地区及び幕張新都心ハイテク地区

で，共通していることが「再生可能エネルギーを
ヒートポンプで活用している」ことである。
効率の高いヒートポンプを優先運転し，省エネル
ギーを図り，ピーク発生時には，最大電力抑制の為，
都市ガスによる吸収式冷温水器を運転し，電気代・ガ
ス代の合計が，最少となるよう運転する。

（5）CO2削減効果
複数の再生可能エネルギーの導入による CO2 削減

効果を示す（図─ 6）。病院の冷暖房・給湯に使用に
関する CO2 排出量を約 53％削減する計画であり今
後，性能検証を通じて，下水熱と地中熱の採熱量や，
中間期の空気熱ヒートポンプのシステム COP比較な
どにより，より最適な運転パターンを検証・確立する。

2． 諏訪市地域特性に応じた再生可能エネルギー

熱源システムの中でも特に地域特性に応じた地中熱
と下水熱利用について示す（図─ 7）。

図─ 3　MCPと経済性・環境性を配慮した熱源システム

図─ 4　熱源機の年間運転パターン

図─ 5　地域冷暖房の実績に見るCO2 排出量
� 出典：ヒートポンプ・蓄熱センター

図─ 6　再生可能エネルギー項目別CO2 削減量
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（1）温泉地域での効率的な地中熱利用
諏訪市では，地中熱利用潜在量マップを整備し，積

極的に地中熱導入促進に取り組んでいる（図─ 8）。
本事業はこのマップを活用した第 1号案件で，エネル
ギー原単位及び稼働率の高い病院において，ダブルU
チューブにより地中熱をヒートポンプで活用する。

（2） 諏訪地域全体の下水熱（諏訪湖流域下水道）を
有効利用

（a） 諏訪湖流域下水道（口径 900 ～ 2400 mm）に
ついて

病院が立地する諏訪湖畔周囲には，その道路の地下
に「諏訪湖流域下水道（口径 2000 mm）」が敷設され
ている。この下水道には，約 661 km2 の市町村（岡谷
市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村・立
科町）の工場や生活排水が流れており，長野県がまと
めて処理している。この都市全体の排熱をヒートポン
プで活用する（図─ 9）。 

（b）下水熱採熱方式
採熱方式は，下水管の管底に採熱管を設置する方式
を採用した（写真─ 2）。この方式の特徴は，下水を
直接取水せず，下水と間接的に熱交換を行うことで，
必要な熱のみを有効利用できる。直接熱交換する方式
に比べ，採熱量は減るものの，メンテナンス性に優れ

図─ 7　下水熱・地中熱採熱イメージ

図─ 9　諏訪湖流域下水道排水イメージ
� 出典：長野県諏訪湖流域下水道事務所

写真─ 2　下水管断面図イメージ　採熱管管底設置方式
� 出典：東亜グラウド工業㈱

図─ 8　地中熱利用潜在量マップ
� 出典：諏訪市
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た方式である。
また採熱管を取り付ける下水管路は，供用後約 38

年を経過しており，管更生の方法・時期も未定であっ
たため，アンカーによる固定を最小限として，管更生
が実施される場合においても，取付け外しが比較的容
易なマグマロックによる固定とした。

（3） 再生可能エネルギー利用の課題（イニシャル
コスト低減）

病院の冷暖房に必要な設備において，イニシャルコ
ストとランニングコストのイメージを図─10に示す。

最もコストの安い排熱回収ヒートポンプは，冷暖房
のバランスが取れた時に運転する。寒冷地仕様（空冷
式）と比べると，下水熱・地中熱ヒートポンプシステ
ムは，前述の地域冷暖房の実績から見ても，高効率で
ランニングコストは安価である。一方イニシャルコス
トは，採熱設備，熱搬送配管が余分にかかるため 3倍
以上高価だ。
この再生可能エネルギー利用の課題に対し，国等の
支援を頂き，解決できた。今後の普及促進に向け，重
要なポイントとなるため，本 ES事業での支援内容を
紹介する。

3． 再生可能エネルギー利用促進に向けた国
の支援（補助金制度の活用　イニシャル
コスト低減策）

本 ES事業では，一般社団法人低炭素投資促進機構
の公募する「地域の特性を活かしたエネルギーの地産
地消促進事業費補助金（経済産業省）」の採択（平成
28・29 年度）を受け，下水熱・地中熱利用の採用が
決定した。
この補助金は，「地域に存在する地中熱等の再生可
能エネルギー等を一定規模のエリアで面的に利用する
地産地消型のエネルギーシステムの構築を世界に先駆

図─ 10　冷暖房設備コスト比較イメージ

図─ 11　イニシャルコスト低減策　補助金制度の活用
� 出典：経済産業省



26 建設機械施工 Vol.71　No.2　February　2019

けて推進するため，事業化可能性調査やマスタープラ
ン策定，再エネ設備等の導入に係る支援事業を推進す
るとともに他地域への展開を図る」ことを目的に，地
方公共団体との綿密な連携により，補助率が 3分の 2
と設定されており，下水熱等の地産地消型エネルギー
システムの事業性の改善に大きく貢献する国の支援策
となる（図─ 11）。

4．今後の展開について

改正下水道法施行により，これまで下水熱の利用
は，処理場近辺から，下水管があれば可能となった。
下水道普及率が 80％に迫り，全国の地下は下水管網
が張り巡らされている状況において，まとまった熱需
要がある場所では近傍の下水管から熱エネルギーをよ
り回収可能となり，約 1800 万世帯の冷暖房熱源に相
当する大きなポテンシャルがあるとしている。

特に下水管の劣化更新に合わせて熱交換機を設置す
ることができれば，下水道管理者・熱利用者それぞれ
にメリットがあり，大きな事業性改善が期待できる。
下水熱の採熱量 1 kWあたりにかかる建設費用は，
ボアホール（クローズドループ）方式の地中熱利用と
同等の建設費用となり，再生可能エネルギーの中でも
下水熱利用のポテンシャルは高く，波及が期待できる。
今後も，総合エネルギーサービス企業としてお客さ
まに最適なエネルギーサービスを構築し，地域特性に
応じた再生可能エネルギーを活用し，光熱水費削減と
低炭素地域の推進を目指したい。
 

［筆者紹介］
柘植　康司（つげ　こうじ）
㈱シーエナジー　技術部　設計課
課長補佐
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養液循環型栽培方式による 
省管理型壁面緑化システムの開発

屋祢下　　　亮・江　木　和　泉

都市部においてヒートアイランド現象を抑制する技術の一つとして期待されている壁面緑化について設
置コストや維持管理作業の負担を低減するために，養液循環型栽培方式を取り入れた壁面緑化システムの
開発に取り組んだ。また，開発した緑化システムの用途を拡大するために，様々な場面を想定して直置き
型，自立型，壁取り付け型というようにシステムを改良し，性能実証試験を行った。その結果，いずれに
おいても植物は順調に生育し，暑熱緩和効果を備えた緑化面を創出できることが明らかとなった。また，
維持管理作業も低減できることが確認された。
キーワード：  壁面緑化，養液循環型栽培方式，つる性植物，暑熱緩和効果，維持管理

1．はじめに

近年，都市部の気温が周辺の郊外に比べて高くな
る，いわゆるヒートアイランド現象が都市部において
人々の生活を脅かす深刻な問題になりつつある。その
中で，ヒートアイランド現象を抑制する技術の一つと
して，コンクリートやアスファルトといった人工被覆
面からの顕熱放出を抑えることが期待できる都市緑化
が着目されている 1）。
都市緑化は，大きく屋上緑化と壁面緑化に分けられ

る。いずれにおいても，コンクリートなど人工構造物
を覆う植物や土壌が日射を遮蔽し，断熱材としても機
能するため，人工構造物の表面温度が上昇するのを抑
制すると言われている。また，植物の蒸散作用によっ
て緑化面周辺の気温が下がることも，ヒートアイラン
ド現象の抑制に寄与するとされている 2）。近年では，
熱的な効果だけでなく，修景を目的として屋上や壁面
を緑化する事例も増えている。
国土交通省では，屋上・壁面緑化の推進に向けた取

り組みの一つとして，平成 16 年以降毎年，全国の屋上・
壁面緑化の施工実績に関する調査を行っている。現時
点で，平成 29 年の調査結果（暫定値）が公表されて
いるが，それを見ると，平成 29 年における屋上緑化
の施工面積は 23.1 ha，壁面緑化は 5.5 ha だった 3）。
また，屋上では毎年新たに 20 ～ 30 ha ほどの緑化面
が創出されているが，壁面緑化においては平成 23 年
をピークに施工面積，施工件数とも緩やかに減少する
傾向が見られる。

壁面緑化が屋上緑化ほど普及しない要因として，垂
直方向に緑化面を設けるために，植栽基盤や給排水設
備を配置するのにコストがかかってしまうことと，植
物の維持管理に手間がかかってしまうことが考えられ
る。そこで，筆者らは，壁面緑化において，水耕栽培
を応用した養液循環型栽培方式という栽培方法を取り
入れた緑化システムを開発し，設置コストの低減と維
持管理の省力化に取り組むこととした。

2．壁面緑化の基本構成

新たに開発した壁面緑化システムを紹介する前に，
一般的な壁面緑化工法の概要を記す。壁面緑化工法
は，植栽基盤や植物を繁茂させるメッシュなど登はん
補助材の取り付け位置によって，登はん型，ユニット
型，および基盤取り付け型の 3つ（表─ 1）に分ける
ことができる。登はん型は壁面の下端部につる性植物
を植え付け，壁面に沿って登はんさせる工法である。
ユニット型はプランターと登はん補助材が一体となっ
たユニットを壁に沿って設置するもので，基盤取り付
け型は予め基盤材に植物を植え付け養生したのち，基
盤材ごと壁面に取り付ける工法である。
登はん型はつる性植物がネットなど補助材に繁茂し
て緑化面が形成されるため，意匠性に劣るが，ユニッ
ト型や基盤取り付け型においては，予め植物が繁茂し
たものを壁面に取り付けるため設置当初から意匠性の
高い緑化面を提供することができる。但し，ユニット
型や基盤取り付け型は壁面に沿って植栽基盤や給排水

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策
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設備を配置しなければならず，維持管理する際に高所
作業車を手配する必要があるなど，コストがかかって
しまうという課題があった。そこで，筆者らは，設置
時に完成度の高い緑化面を提供できるユニット型を開
発対象として，コスト低減を図ることとした。

3． 養液循環型栽培方式を適用した壁面緑化
システムについて

（1）新たに開発した壁面緑化システムの構成
養液循環型栽培方式を適用した壁面緑化システム

（以下「本システム」という）の概要図を図─ 1に示す。
本システムを構成するプランターは，植物を定植する
培地槽と肥料成分を含んだ養液を貯めておく培養液槽
が上下二層で一体になっている。また，プランター内，
あるいはプランター脇に設置したポンプによって培養
液槽から養液を汲み上げ，プランターの上面に配置し
た給水管を通して直接培地に散布し，余剰分を培地槽

底面の排水孔から回収するという，養液を循環利用す
る装置も組み込まれている。なお，プランターは発泡
スチロール（EPS）の表面を FRP 塗装された資材に
よって製作されており，軽量で断熱性が高いという特
性を備えている。
植物にはビナンカズラなどつる性植物を用い，プラ
ンターの上部に設置された登はん補助材にそって繁茂
し緑化面を形成する。培地には軽石など排水性に優れ
る無機系資材を用いており，養液が培地槽全体にムラ
なく行き渡ることにより，均一な緑化面が形成される
ことを特徴としている。

（2）直置き型壁面緑化システムとしての適用
本システムは植物を定植する植栽基盤，給排水設
備，および登はん補助材が一体となっているため，建
物周辺の舗装面など人工地盤に設置するだけで高さ
2 m程度の緑化面を創出することができる。筆者らは
本システムにおける植物の生育状況や給排水設備の稼

表─ 1　壁面緑化工法の概要

図─ 1　新たに開発した壁面緑化システムの概要図
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働状況，および省管理性について評価するために，
2016 年 9 月に中国電力㈱のグループ企業が運営する
宇品天然温泉ほの湯のエントランスに本システムを設
置した（写真─ 1）。
宇品温泉においては建物の形状に応じて緑化面を L

字状に配置した。L字の短手方向に幅 1,390 mmのプ
ランターを1ヶ，長手方向には1,950 mmのプランター
を 2ヶ設置し，各プランターの培養液槽を連通管でつ
ないだ。養液を循環する設備として図─ 1のように，
プランターの脇にポンプを設置し，潅水コントロー
ラーと接続して，設定した時間帯に培養液槽からくみ
上げた養液をプランター上面から供給することとし
た。また，植物に吸収された分の養液を補うために，
養液を送り出す管の途中に上水と直結する管と電磁弁
を取り付け，培養液槽に設置したセンサーが水位の低
下を感知した際，水道水が補給されるようにした。
つる性植物が繁茂する登はん補助材として，高さ

3 mで短手方向には幅 1.5 m，長手方向に幅 4 mのス
テンレス製メッシュ材（網目 15 cm）を設置した。ま
た，つる性植物として，径 15 cm ポットで長さ 2 m
以上に育成されたビナンカズラの長尺苗を全体で 36
株植えつけた。長尺苗を用いたため，設置当初から登
はん補助材全体が植物に覆われていた（写真─ 1）が，
設置してから 2年が経過した時点でも，植えた株が枯
損することなく横方向に拡がって被覆度の高い緑化面
が形成されている。
緑化面の維持管理にあたっては，担当者が 2週間に

1回程度の割合で巡視し，その際，必要と思われる作
業を適宜実施した。2017 年 5 月～ 2018 年 2 月の管理
実績を記すと，つる性植物の誘引・剪定作業を 11 回
実施し，病虫害は発生しなかったため農薬の散布回数
は 0回だった。また，定期巡視時に養液の濃度計測と

植物の葉色を確認し，EC値が 0.7 ～ 0.9 mS/cm にな
るよう 10 回ほど肥料成分を添加した。調査期間中，
上水から補給された水量は 0.83 m3 と非常に少なく，
ポンプで養液を循環するために使用した電力量は 22 
kWだった。このように，本システムを適用すること
によって，維持管理に手間やコストをかけずに被覆度
の高い緑化面を維持できることが確認された。

（3）自立型緑化施設としての適用
㈶都市緑化機構は，都市緑化等によるヒートアイラ
ンド対策や夏期の暑熱対策を推進するために，緑の持
つ機能をより自由に，より簡易に都市内に取り込める
新しい緑化技術の開発・発信を目的として，2017 年
度より民間事業者と連携して都内にて実証試験を行っ
ている 4）。
筆者らは，本システムのメリットとして，①暑熱緩
和効果を高めるために登はん補助材を蛇腹状に配置し
緑化面に厚みを持たせていること，②養液の循環利用
と太陽光パネルの適用によって潅水作業の効率化・省
エネ化を図れること，③貯水槽を含むプランターの自
重によって登はん補助材を支えており風速 34 m/s の
強風下でも倒れないことを提案し，2018 年夏期に実
施された第 2 回実証調査にエントリーした。その結
果，実証パートナーとして選定され，2018 年 7 月～ 9
月にかけて東京テレポート駅前の「夢の広場」に試験
体を設置した（写真─ 2）。
今年の夏は，7月の平均気温が平年に比べて 3.1℃
も高く，台風や気圧の谷の通過による強風や豪雨にさ
らされ，屋外にて植物を育成するには過酷な状況だっ
た。その中で，実証試験が完了した 9月 4日まで植物
は枯損することなく順調に生育し，緑化面を維持する
ことができた。また，周囲の気温が 34℃だったのに

写真─ 1　宇品温泉ほの湯における壁面緑化システムの設置状況 写真─ 2　自立型緑化施設の実証試験状況
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対して緑化面の表面温度は 30℃程度で（自社計測
値），暑熱緩和効果を備えていることも確認できた。

（4）壁取り付け型壁面緑化システムとしての適用
本システムの用途を拡大するために，壁面にそって

垂直方向にプランターと登はん補助材を取り付け，3
階程度の高さまで緑化できるようにシステムを改良し
た。壁取り付け型を設計するにあたって，荷重負荷が
増えて緑化システムを支える部材が増大することを避
けるため，プランター内に培養液槽を設けず，外付け
の貯水タンクからポンプアップした養液を各プラン
ターに供給し，余剰分をタンクに戻すようにした（図
─ 2）。また，プランター内の余剰水を底面に接続し
た排水管から滞留することなく回収できるよう，プラ
ンターの底面を水平ではなく排水孔に向かって勾配が
付くような形状にした（図─ 3）。また，見えがかり
に配慮してプランターに接続した排水管を目立たなく
するために，プランターの底面を欠き込んで，そこに

排水管を納めるようにした。
壁取り付け型に改良した本システムにおける植物の
生育性や，緑化による暑熱緩和効果，および省管理性
を検証するために，2016 年 10 月に大成建設㈱技術セ
ンター研究棟の屋上にある塔屋の北東に面した壁面に
実証試験装置を設置した。壁に固定した支柱を介して，
幅 1,450 mm×高さ 400 mm×奥行 385 mmのプラン
ターを上下 2段 2ヶずつ設置した。なお，上下のプラ
ンターの間隔は 2 mとした。また，つる性植物が繁茂
する登はん補助材として，プランターの前面に幅 3 m
×高さ 4 mのステンレス製メッシュ（網目 15 cm）を
設置した。
壁取り付け型の性能検証試験では，植物の生育性を
確認するために，高さ 30 cm 程度のビナンカズラを
植えたため植え付け当初の被覆度は低かった。しか
し，植え付け初期に十分活着し，17 年春からビナン
カズラがつるを伸ばすようになり（図─ 4），設置し
てから 1年が経過するころには緑化面の 60％を覆う
ほど植物が成長した（写真─ 3）。養液循環型栽培方
式を採用することによって，高さ方向に 2 m間隔で
プランターを設置しても，安定して緑化面を維持でき
ることを確認した。但し，風の当り具合によるものと
考えられたが，場所によって植物の生育に差が見ら
れ，風の影響を軽減する対策を施す必要があると判断
された。
次いで，壁面緑化による暑熱緩和効果を確認するた
めに，試験装置を設置した壁面にて，緑化していない
壁面と緑化面の後ろの壁面に温度センサーをつけ，
2017 年 7 月から 8 月にかけて壁表面温度の推移を計
測した。快晴日が連続した 7月 7，8 日 2 日間におけ
る各計測点の温度の推移を図─ 5に示す。緑化する
ことによって壁面の日平均温度が 0.7℃，日最高温度

図─ 3　壁取り付け型に用いたプランターの形状 図─ 4　緑化面における植物の被覆度の推移

図─ 2　性能検証試験に用いた壁取り付け型のシステム概要図
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できた。また，緑化面を維持管理するにあたって，施
肥（追肥）を 11 回，誘引・剪定を 2回実施した。こ
れらの管理実績に基づいて，従来のユニット型壁面緑
化に比べて本システムを適用することによって年間の
維持管理費を 15％程度低減できると試算した。

4．おわりに

壁面緑化における設置コストや維持管理作業の負担
を低減するために，養液循環型栽培方式を取り入れた
壁面緑化システムの開発に取り組んだ。また，開発し
た緑化システムの用途を拡大するために，様々な場面
を想定して，直置き型，自立型，壁取り付け型という
ようにシステムを改良し，性能実証試験を行った。そ
の結果，いずれにおいても植物は順調に生育し，暑熱
緩和効果を備えた緑化面を創出できることが明らかと
なった。また，維持管理作業も低減できることが確認
された。
今後，2020 年オリンピック・パラリンピック東京
大会を契機に，ヒートアイランド現象への対応策を含
む環境に配慮したまちづくりが求められるようになる
と予測され，対応策の一翼を担う都市緑化技術の一つ
として本システムの普及に努めていきたい。
 

《参考文献》
  1） 山田宏之：ヒートアイランド対策と都市緑化技術，都市緑化技術　

66，10-13，2007.
  2） 成田健一ほか：都市域における樹木の蒸散特性：オアシス効果に関す

る野外実験，日本建築学会環境系論文集 71，59-66，2006.
  3） 国土交通省：平成 29 年全国屋上・壁面緑化施工実績調査結果とりま

とめ，（http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000290.html）
  4） 都市緑化機構：自立型の緑化施設　実証調査パートナー募集（第 2回）

～都市緑化による暑熱対策推進のために～　（https://urbangreen.
or.jp/info-grant/study/jisshochosa-partner2）

図─ 5　緑化の有無による壁表面温度の推移

写真─ 3　設置から 1年が経過した緑化面の状況

は 1.2℃ほど低下し，緑化によって日射が遮られ，壁
面の表面温度上昇が抑えられることを確認した。
さらに，本システムを適用することによる省管理性

について評価した。本システムによって削減された水
道使用量を試算すると，散水スケジュール（2日に 1
回の頻度で15分間給水）より想定された給水量5,344 L
に対して上水からの補給水量は 4,100 L で，養液を循
環利用したことによって水道使用量を 23％ほど削減

［筆者紹介］
屋祢下　亮（やねした　まこと）
大成建設㈱　技術センター
主席研究員

江木　和泉（えぎ　いずみ）
中国電力㈱　エネルギア総合研究所
研究員
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地中熱交換器内蔵既製コンクリート杭
適応性及び環境性に優れた地中熱交換杭「Hybrid Pile MS」の共同開発

賀　川　昌　一

地中熱利用の効果として，「エネルギー消費量の削減」「地球温暖化現象の抑制（CO2 削減）」等が挙げ
られる。
それを利用するための熱交換器の設置方法としては，大きく「ボアホール方式」「基礎杭方式」「水平方

式」がある。躯体には必ず基礎があり，建物規模や地盤状況によっては基礎杭を採用する。既製コンクリー
ト杭を利用した場合，従来方式（ボアホール）と比べ，設置費用が安く抑えられる。杭建込みと同時に地
中熱利用システムを埋設していく方式を共同開発し，特許申請を行った。実証実験の結果等を踏まえた概
要を紹介する。
キーワード：既製コンクリート杭，地中熱，工期短縮・コスト縮減，適用性，環境性

1．はじめに

地中熱交換器内蔵既製コンクリート杭「Hybrid 
Pile MS」（以下「本システム」という）は，建築分野
では主に中層から高層建築物，土木分野では橋脚等の
基礎で用いられる既製コンクリート杭の中空部に，地
中熱交換器を設置する工法である。コンクリート杭の
中空部に地中熱交換用の高密度ポリエチレン管を内蔵
するため，コンクリート杭の建込みと同時に地中熱利
用システムを埋設できる。
実証試験により，工期短縮とコスト縮減が可能であ

り，適用性及び環境性に優れた工法であることが確認
できた。

2．開発の経緯

再生可能エネルギーとして注目を浴びている地中熱
利用は，学校教育施設，病院・介護施設，オフィスビ
ル及び住宅等の空調設備や積雪地域の融雪設備等への
採用件数が増加傾向にある。
従来の地中熱交換器の設置工法としては，専用の機

械を用いて約 50 m～ 100 mまでボーリング掘削した
設置孔に熱交換器を挿入するボアホール方式が主流と
なっている。この方式は，安定的に効率よく地中熱を
利用できるが，熱交換器設置のためのスペースや専用
の設置孔掘削工事が必要となる。
一方，基礎杭を利用した方式は，その殆どが場所打

ち杭での適用となっている。この方式では，「地中熱
交換用の管路が長く取れない」，「全工程が現場作業の
ため工期が延びる」，「多くの作業員が必要」などの課
題が残る（図─ 1）。
これらの諸問題を解決するため，三谷セキサン（以
下「コンクリート杭メーカ」という）と積水化学工業
（環境・ライフラインカンパニー建築システム事業部）
（以下「プラスチック配管材メーカ」という）は，両
者の専門とする既製コンクリート杭の製造・施工と配
管材のノウハウを融合して，基礎杭を用いた地中熱交
換器内蔵既製コンクリート杭「本システム」を共同開
発した。
地中熱利用に関して，コンクリート杭メーカは既製
コンクリート杭での基礎杭方式の開発を行ってきた。
また，プラスチック配管材メーカはボアホール方式や

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策

図─ 1　地中熱利用方式の分類 1）
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水平埋設方式による熱交換器の提供及び性能向上に関
する開発を行っている。「地中熱による環境保全での
社会貢献」という両者の開発方針が一致し，共同開発
を進めることになった（図─ 2）。

3．工法の概要

本システムは，建築物や橋脚等の構造物を支える基
礎杭を用いた地中熱交換システムである。杭の施工で
は，杭を挿入するための設置孔を掘削する必要があ
る。この設置孔が熱交換器を挿入するための設置孔と
して併用される事により，新たな掘削作業が不要とな
る。
施工方法としては，既製コンクリート杭の長さに合

わせて製作した熱交換器を鉄筋かごに固定する。その
鉄筋かごを杭中空部に内蔵し，杭の挿入と同時に熱交
換器を設置孔に埋設する方式である。既製コンクリー
ト杭による基礎杭方式は，5 m～ 15 mの複数の既製
コンクリート杭を接続して構成する。熱交換器は，高
密度ポリエチレン管（PE100）を杭の軸方向に折り返
す形状であり，杭製造工場内で所定の間隔を確保しな
がら鉄筋かごに固定する。地中熱交換器の製作を工場
で行うことにより，品質や効率の向上が見込める。ま
た，杭の軸方向に折返す構造と配管の間隔を保持する
ことにより，熱交換率も上昇した。
設置作業では，既製コンクリート杭の中空部内に工

場で製作された熱交換器を挿入しておく。この時，最
初に埋設する熱交換器が内蔵された杭の先端部は，熱
交換器が浮き上がらないように固定しておく必要があ
る（写真─ 1）。
熱交換器を内蔵した杭の接続は，先に熱交換器から

行う。熱交換器の接続は，信頼性の高い電気融着方式
による専用接手を用いる。この方式は，水道管やガス
管等の配管接続でも使用されている。次に既製コンク
リート杭を接続し，一体化させる。杭の接続は，機械

式もしくは溶接による継手となる。（複数本を継ぐ場
合は，この作業を繰り返す。）一体となった熱交換器
内蔵杭を所定深度に設置し，施工完了となる（図─3）。
杭と熱交換器を同時に埋設する事により，工期短縮
が可能となった。
本システムの適用範囲は，杭径φ 500 mm～φ 1200 
mm，内蔵できる熱交換器の本数は杭径に応じて標準
仕様（4本～ 10 本）を決定した。
熱交換器の有効長さは，杭長以下かつ杭の構造に支
障のない部分（杭先端から上方 2 m程度及び杭頭か
ら下方 1 m程度）を除いた長さとした。

4．工法の特長

本システムの特長は，従来工法（ボアホール方式）
と比較して，（1）工期短縮とコスト削減，（2）適応性
向上，（3）環境性改善が図れることにある。
これらの効果を確認するため，茨城県坂東市におい
て実証試験を 2 回実施し，施工性の確認と熱応答試
験，熱交換量の計測を行った。
実施工同様に，回転を与えながらの埋設を行った
後，装置の確認及び水圧試験を行った。その結果，熱
交換器に問題はなく，健全性が保たれている事が確認

写真─ 1　専用継手による熱交換器の接続

図─ 2　システム概要

本システム
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できた。
また，実証試験中の施工時間から施工工数（手間）

を算出した所，従来工法の工数を大幅に削減し，トー
タルコストの縮減が可能である。
熱交換特性については，熱応答試験（サーマル・レ

スポンス・テスト）で得られた特性値を用いたシミュ
レーションの結果，有効長さ 1 mあたりの熱交換量
は，ボアホール方式に比べ 1.5 倍となった。この結果
より，熱交換率の上昇を確認できた。
また，折返し構造＋管間隔保持により熱交換率も

アップした。

工場製作の熱交換器を設置する場合，相番クレーン
が必要となる。しかし，現場の敷地条件によっては，
相番クレーンを採用できず，杭打ち機のみでの施工と
なる。そのため本システムの施工方法は，熱交換器を
工場で製作するTypeⅠ（同時施工）と施工中に製作
するTypeⅡ（あと施工）の 2種類を設けた。
通常TypeⅠを採用するが，敷地条件，施工状況等
を考慮し，諸条件に適した施工方法（TypeⅠ，Type
Ⅱ）を選択する事とした。杭径や本数等の適応範囲は，
Type により若干変わる（表─ 1　標準仕様「本シス
テム」参照）。

図─ 3　施工手順（TypeⅠ）

表─ 1　標準仕様「本システム」

写真─ 2　工場での製作 写真─ 3　熱交換器の内蔵 図─ 4
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【本システムの特長】
①工期短縮とコスト縮減
熱交換器を基礎杭の中空部に設置する。そのための

掘削作業が不要となる。また，熱交換器を固定した鉄
筋かごは工場製作のため，現場での作業が軽減される。
⇒工期短縮及びコスト縮減が図れる。
②適用性向上
都心部などの狭い敷地であっても基礎杭があれば採

用可能である。
⇒適用性が向上する。
③環境性改善
一般に岩盤掘削を伴わないため，低騒音・低振動の

施工が可能となる。
⇒環境性が改善される。

5．おわりに

平成 29 年 4 月 1 日に「建築物のエネルギー消費性
能の向上に関する法律」（建築物省エネ法）に関して
適合義務や届出等の規制的措置が施行され，建築物の
省エネ対策を施すことが義務化された。これらの省エ

ネ対策に有効な手段の一つとして，地中熱エネルギー
活用システムにより社会環境に貢献できるよう本シス
テム「Hybrid Pile MS」の営業展開を行っていく。
対象としては，地中熱を有効活用できると想定され
る事務所ビル，医療・福祉施設，教育・文化施設，店
舗・宿泊施設及び集合住宅等。建築物以外では，多雪・
豪雪地域の融雪設備等を使用する構造物となる。
地中熱エネルギー活用システムをエコロジー対策の
重要な柱と考え，再生可能エネルギーに関するトータ
ルシステムの効率化を図っていきたい。
 

《参考文献》
  1） 地中熱利用促進協会：ニュースレターNo.292（2017 年 10 月）

［筆者紹介］
賀川　昌一（かがわ　しょういち）
三谷セキサン㈱
開発営業部
統括部長

表─ 2　設置方法比較表

※コスト比較は，同じ熱量での一般的な値であり，地盤条件，施工条件，杭の仕様等で異なる。

（本システム）
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乾燥スラッジ微粉末を用いた 
低炭素コンクリートの開発

百　瀬　晴　基・大　川　　　憲・笠　井　哲　郎

戻りコンクリート起源のスラッジを効率良くコンクリート製品に再利用できる技術として，コンクリー
ト製造からスラッジ処理完了までの時間を短縮することで，未水和セメント分を多く残し水和活性を高め
たことを特徴とする乾燥スラッジ微粉末と，これをセメント代替の混和材として用いた低炭素コンクリー
トを開発した。乾燥スラッジ微粉末の製造方法および概要，乾燥スラッジ微粉末を用いた低炭素コンクリー
トの概要，これらを用いた資源循環システムについて紹介する。
キーワード：戻りコンクリート，乾燥スラッジ微粉末，スラッジ

1．はじめに

建設産業に関わる主要な建設副産物として，レ
ディーミクストコンクリート（以下，生コンと称す）
工場で発生する戻りコンクリート（以下，戻りコンと
称す）がある。この戻りコンは，国土交通省の調査に
よると，平成 17 年時点で生コン出荷量の約 1.6％とさ
れ，年間 100 万 m3 超が廃棄されている。近年，産業
廃棄物処分場の建設が一層厳しくなる中，処分場の残
余容量が減少傾向にあることから，生コンクリート業
界においても廃棄物削減とリサイクル促進は喫緊の課
題である。また，パリ協定を受けた日本の約束草案を
受け，地球温暖化防止策として各分野で二酸化炭素
（CO2）排出量の削減に向けた動きが活発化している。
建設産業に着目すると，特にセメント関連の CO2 排
出量が大きく，日本全体のCO2 排出量の約 4％を占め
る。これは，高温焼成により製造されるセメントは
CO2 排出量原単位が約 766 kg/ トンと極めて大きいこ
とに起因しており，使用するセメント量を低減しCO2
負荷を抑制したコンクリートに用いるセメントを低炭
素材料に代替する技術への期待は大きい。
筆者らは，生コンスラッジの利用促進に資する技術

として，戻りコンのスラッジケーキを乾燥粉砕し，生
コン製造からスラッジ処理完了までの時間を短縮する
ことで，未水和セメント分を多く残し水和活性を高め
た乾燥スラッジ微粉末（以下，DSP と称す）を開発
した。DSP は，水和活性を高めることで，普通ポル
トランドセメント（以下，OPC と称す）に代わり結
合材として使用することが可能であり，DSP の CO2

排出量原単位は，OPCの 1/8 の程度であることから，
コンクリートの低炭素化が大いに期待できる。
本論では，DSP の製造方法および概要，DSP を用
いた低炭素コンクリートの概要，これらを用いた資源
循環システムについて報告する。

2．乾燥スラッジ微粉末（DSP）の概要

（1）DSPの製造方法
DSP の製造工程を図─ 1に示す。DSP は，戻りコ
ンから骨材を分級し，残余のスラッジ水をフィルター
加圧装置で脱水した後，破砕撹拌乾燥機（乾燥温度：
120 ～ 130 ℃）を用いて含水率が 1～ 2％程度となる
まで乾燥・粉砕処理して製造したものである。この処
理を戻りコンが発生してから翌朝までに素早く行うこ
とにより，未水和セメントの含有率を高くすることが
でき，OPC の 5 割程度の強度発現性を有した高品質
のDSPが得られる。また，戻りコン発生からDSP製
造の処理を少しでも早く行うことが高品質化の鍵であ
り，図─ 1に示す様に，スラッジ水製造以降のライ
ンを 2ライン設けることで，高品質のDSP を選別し
て製造することが可能となる。

（2）DSPの基礎物性
図─ 2は，DSP の比表面積と，セメント圧縮強さ
試験結果の関係について，過去 3年間に計測した結果
を示したものである。図─ 2から，DSP の比表面積
と圧縮強さは相関があり，比表面積が低いほど圧縮強
さが高い傾向にある。また，生コンを当日処理した

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策
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DSP は翌日処理したものに比べて，比表面積が小さ
く，圧縮強さが大きくなることが分かる。
DSP の比表面積と平均外気温の関係を図─ 3に示
す。DSP の比表面積は破砕乾燥処理を行うまでの水
和反応の程度で変動し，夏季は大きく，冬季は小さい
傾向にあり，当日処理したDSP の平均値の年間変動
幅は 6000 ～ 10000 cm2/g 程度である。これは，平均
外気温の相違により，DSP の原料である戻りコンに
含有するセメントの水和反応の進行度合いに差が生
じ，未水和セメントの残存量は気温が低いほど多く

なっていると考えられる。
DSPの比表面積と未水和セメント量の関係を図─ 4

に示す。図─ 4から，DSP の比表面積が大きくなる
に従い未水和セメント量が減少する傾向を確認してい
る。表─ 1は，DSP と OPCの主要な化学成分表であ
り，DSP は各成分ともOPCに比べ小さく，ig.loss が
大きい結果となっている。DSP 中の砂や水和生成物
の存在により，セメントの主要な化学成分が減少し，
ig.loss が大きくなっていると推測される。

図─ 1　DSPの製造工程

図─ 2　DSPの比表面積とセメント強さ試験結果の関係 図─ 3　DSPの比表面積と平均外気温の関係
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3．DSPを用いた低炭素コンクリート

（1）低炭素コンクリートの概要
DSP を用いた低炭素コンクリートの概要を表─ 2

に示す。様々な用途への適用を想定し，DSP を結合
材の 20％程度に代替した低炭素コンクリート（以下，
DSP 低含有タイプと称す）と，DSP と高炉スラグ微
粉末などの産業副産物を併用しOPCをほとんど用い
ない超低炭素コンクリート（以下，DSP 高含有タイ
プと称す）を開発した。前者の低含有タイプは，生コ
ンおよび積みブロック製品用途に，後者の高含有タイ
プは，プレキャスト（以下，PCa と称す）部材およ
び PCa 製品用途への展開を推進している。
低炭素コンクリートの CO2 削減効果を，図─ 5に
示す。CO2 削減効果は，OPCを用いた普通コンクリー
トに対し，DSP 低含有タイプで 20％程度，DSP 高含
有タイプで 90％程度であり，戻りコン再利用による
省資源だけでなく，低炭素化に大きく貢献することが
できる。

（2）DSP低含有タイプ
DSP 低含有タイプは，生コン用途と積みブロック
用途として開発している。図─ 6に示す様に，DSP
の混合率が結合材の 20％程度であれば圧縮強度に与
える顕著な影響はなく，その他の物性も普通コンク
リートと大きな差はない。生コンについては，現在，
神奈川県内の 3工場で JIS 認証の取得と供給体制の整
備が整いつつあり，公共工事を含む 3つの建築構造物
において，適用している（写真─ 1）。
神奈川県の積みブロック協同組合の協力を得て積み

表─ 1　DSPと OPCの主要な化学成分表

種類
化学組成（％） 密度

（g/cm3）
比表面積
（cm2/g）SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 ig.loss

DSP 18.96 5.14 2.68 53.11 1.75 12.01 2.70 6810

OPC 20.68 5.28 2.91 64.25 2.10 1.80 3.16 3220

表─ 2　DSPを用いた低炭素コンクリートの概要

低炭素
コンクリートの

種類
CO2 削減率 適用用途

結合材の構成（％）

OPC DSP
産業副産物
混和材

低含有タイプ 20％程度
生コン

積みブロック
80％程度 20％程度 －

高含有タイプ 90％程度
PCa 部材
PCa 製品

5～10％程度 30～85％程度 10～65％程度

＊産業副産物混和材：高炉スラグ微粉末，フライアッシュなど

図─ 4　DSPの比表面積と未水和セメント量の関係 図─ 5　低炭素コンクリートのCO2 削減効果

図─ 6　DSP低含有タイプの圧縮強度

写真─ 1　DSP低含有タイプ（生コン）
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ブロック製品の製造実験を実施している。JIS 規格を
満足する製品が製造できることを確認した上で JIS 認
証を取得し，JIS 製品としての積みブロックの製造を
開始している（写真─ 2）。

（3）DSP高含有タイプ
DSP 高含有タイプは，PCa 部材および PCa 製品用

途として開発している。OPC を用いない超低炭素コ
ンクリートとして，フライアッシュ等のシリカ成分と
アルカリ溶液による固化反応を利用したジオポリマー
コンクリートなどが報告されているが，中性化抵抗性
が低く，鉄筋コンクリート（以下，RCと称す）部材
および製品に用いることができないという課題があっ
た。DSP 高含有タイプは，OPC の混合率は結合材の
10％以下であるが，図─ 7に示す様に，同水結合材
比では普通コンクリートよりも中性化抵抗性は低い
が，水結合材比の低減により普通コンクリートと同程
度の中性化抵抗性を確保することができる。この様
に，DSP に含まれる未水和セメントが中性化抵抗性
に寄与することにより，RC部材および製品に用いる
ことができる超低炭素コンクリートを実現している。
PCa 部材用途については，実部材による曲げ実験，

バルコニー部材製造実験，長期暴露実験等を行ってお
り，実構造物に適用できる性能を有していることを確
認している（写真─ 3）。PCa 製品用途は，屋上設備
基礎の製造実験を行った上で，建築構造物に適用して
いる（写真─ 4）。

4．資源循環システム

DSP と低炭素コンクリートの技術を軸に，図─ 8

の資源循環システムを構築した。建設現場に出荷され
た生コンの内，使われなかった戻りコンを回収して
DSP を製造し，DSP を用いたコンクリート製品とし
て供給し建設現場で再利用するシステムである。
このような循環システムを構築する上で，①戻りコ
ン集積スキームおよびDSP 製造拠点の増強，②安定
的なリサイクル材料としての適用先の確保が重要で
あった。
①について，神奈川県の藤沢市および川崎市に
DSP の製造拠点を整備し，周辺の生コン工場から戻
りコンを集積するスキームを構築することで，DSP
の供給体制を整備した。
②について，前述の様々な用途を想定した低炭素コ

写真─ 2　DSP低含有タイプ（積みブロック）

図─ 7　DSP高含有タイプの中性化抵抗性

写真─ 3　DSP高含有タイプ（PCa部材）

写真─ 4　DSP高含有タイプ（PCa製品）
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ンクリート製品を開発しており，公共工事を含む実構
造物への適用実績も増えつつある。また，積みブロッ
クについて神奈川県の県土整備局の建設リサイクル認
定資材の登録を行うなど，行政による資材指定化の優
先利用を積極的に働きかける活動を進めている。これ
らの取り組みにより，神奈川県を先行モデルとして，
地産地消を原則とした資源循環システムを構築し，本
技術の社会実装を実現している。

5．おわりに

本技術の普及により期待される環境負荷低減への効
果は大きく，最終的に年間 100 万 m3 超の膨大な最終
処分量の抑制が期待できる。神奈川県の地産地消プロ
セスをプロトタイプとし，他地域に本技術の地産地消
モデルを技術移転する検討を開始しており，低炭素化
社会の実現に向け，本技術の普及を進めていく予定で
ある。
 

図─ 8　資源循環スキーム
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環境に配慮したダム設備冷却システム
アースカラークールシート

黒　川　晋　平

土木工事等で使用されるコンクリートは，打ち込み時の温度上昇によりひび割れ発生の懸念がある。そ
のため，骨材には温度上昇の抑制が求められる。温度上昇の抑制対策として，例えば骨材貯蔵設備の前面
に遮光ネットの設置等が行われている。一方工事に伴うプラント等の仮設設備に対しては，周辺に生息す
る希少猛禽類などに対して，視覚的な刺激を低減する事が求められる。今回東北地方のダム工事において，
天然パルプ系不織布を使用し，骨材冷却と周囲の樹木等の自然環境に調和するアースカラーを同時に満た
した『アースカラークールシート』（以下「本クールシート」という）を試験設置した。自然調和を保ち
つつ，骨材冷却効果を確保できるかについて約 3ヶ月にわたり検証した。
キーワード：  ダム，コンクリート骨材，ひび割れ抑制，天然パルプ不織布，アースカラー

1．はじめに

大規模な土木工事で使用されるコンクリート用の骨
材は，温度応力によるひび割れの発生を防止するた
め，温度上昇を抑制する事が求められる。骨材の温度
上昇抑制対策としては，冷水，冷風，液体窒素等で直
接的に対策する方法がある。または，骨材貯蔵設備の
タンク表層に断熱材の使用，設備前面に遮光カーテン
を設置する等の，間接的に対策する方法もある。
骨材貯蔵設備への間接的な温度上昇抑制方法におい

ては，大型な構造物となるため，周囲の自然環境に配
慮した対策が求められる。特に大型ダムの工事現場等
は，豊かな自然環境の中で施工する事が多く，周囲に
は多くの種類の鳥類が棲息している。鳥類への視覚的
な影響を低減するため，骨材貯蔵設備の表層に巻く断

熱材には，灰色もしくは黒色の素材が使用される。ま
た遮光カーテンには黒色や濃緑色のネットが使用され
る事が多い（写真─ 1）。
骨材に対するこれらの間接的な対策を取る事で，内
部の骨材温度上昇に対して一定の温度低減効果があ
る。しかし温度上昇抑制効果の更なる向上，及び周辺
に生息する鳥類，特に猛禽類に対して懸念される視覚
的な刺激の低減が求められている。骨材の温度上昇抑
制効果を更に高めつつ，自然環境に配慮した対策とし
て，今回東北地方のダム工事現場において，吸水性の
高い天然パルプ系不織布を使用し，周囲の樹木により
調和するアースカラーを再現する，本クールシートを
骨材貯蔵設備に設置し，その効果を検討した。

2．天然パルプ系不織布の特徴

今回使用した不織布は，エアレイド法により製造さ
れた天然パルプ繊維を主原料としている。この不織布
の特徴として，吸水性や保水性が特に優れる。この特
徴を生かし，インクジェットプリンターの廃インク吸
収体，芳香剤の揮散体等に広く使用されている。また
天然パルプを主成分とした素材であるため，環境にも
優しく，また使用後は可燃物として焼却処理をする事
が出来る。

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策

写真─ 1　遮光カーテン設置状況
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3．温度上昇抑制効果の事前検証方法

吸水性がある不織布素材を保水させて，水が蒸発す
る時の気化熱による吸熱反応により，骨材貯蔵設備の
温度上昇の抑制ができないか，まずは簡易模擬テスト
にて検証を行った。測定装置の概要を以下に示す。
［測定装置］
・吸水素材　　パルプ系不織布：厚み 6 mm
  幅 30 mm×長さ 40 mm
・模擬タンク　 内寸φ66 mm程度×高さ165 mmのポ

リプロピレン製
円筒ケースを2個用意し，川砂利を約700 g入れる。
サンプル（A）　対策無し（写真─ 2）
サンプル（B）　 円筒ケースの全周にわたりはしご状

の冷却用不織布を吊るす（写真─ 3）
（※） 川砂利　ホームセンターで購入（粒径 20 ～

30 mm）

［測定方法］
① サンプル（A）,（B）を日向に設置し，温度計にて
温度を計測する（写真─ 4）。
② 吸水しない状態で 1時間後まで骨材内部の温度上昇
を測定する：測定（1）。

③  1 時間経過した後，サンプル（B）のみ不織布に吸
水する。

④ 吊るしている一番下の不織布から，水が滴下した時
点で吸水を止める。

⑤  30 分毎の温度変化を測定する：測定（2）。
⑥ 温度測定をした後に，一番下の不織布から水が滴下
するまで，スポイトにて追加吸水を行う。

［測定条件］　　　　　　　　　　　　
日時　5月 6日　10：00 ～ 16：00
場所　静岡県富士市
天気　晴れ時々曇り
気温　気象庁ホームページより抜粋（富士市）

［測定結果］
測定（1）；10：00 ～ 11：00 まで。
測定結果を図─ 1に示す。図─ 1に示す様に，サ

ンプル（A）と（B）で，骨材の温度上昇に差異は見
られなかった。この事により不織布を設置するだけで
は，温度上昇抑制効果は見られないと考えられる。

測定（2）；11：00 ～ 16：00 まで。
吸水後については，サンプル（A）と（B）の間で，
最大 12 ℃の温度差が確認された。サンプル（B）に
ついては，吸水後から温度低下が確認され，骨材の温
度が 24 ℃付近で数時間ほぼ一定の温度となった。こ
れは不織布に吸水した水分が蒸発する際の気化熱によ
る吸熱反応で，温度低下したものと考えられる。この
事により，不織布素材が乾燥するまでは，骨材の温度
上昇抑制が期待できると考えられる。今回試験を終了
した時点では，不織布はまだ十分に保水していた。

4．自然調和

簡易テスト結果を踏まえて，夏場に実際のダム工事
現場の骨材貯蔵設備にて，実大試験を計画する事とし
た。高さ 10 m程度の骨材貯蔵設備に使用する温度上
昇抑制システムは，長時間の保水性，耐久性，設置の
利便性，材料が安価であり且つ汎用性があること，ま
た破損時の交換ができること等を考慮し検討を行っ
た。その結果，市販のロープ状避難はしごを基材とし

写真─ 2　サンプル（A） 写真─ 3　サンプル（B）

写真─ 4　測定状況

図─ 1　温度変化グラフ
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て，ナイロン繊維で作られたネット状の袋をはしごへ
等間隔に取付け，その袋の中に保水性不織布（厚み
20 mm）を入れる方法とした。
また骨材貯蔵設備に対し，面的に施工する為，自然

環境へ配慮したアースカラー配色となることを重視し
た。配色に関しては，第 1回目の試作品として若葉色
の単色，または緑色と薄茶色の 2色配色でサンプル作
成した（写真─ 5）。しかし実際の施工現場担当者と
の協議の結果，色彩的に周囲の環境との調和性が不十
分と判断された。最終的に濃い緑色と茶色の 2色を千
鳥格子状に配列する事とし，実大試験をする為のサン
プルを作成した。

配色に関しては，ネット状の袋の色を選択すること
で，今後別の色に変更することも可能である。また 3
色以上の組合せ，規則的な配色でなく，ランダムに色
をちりばめることも可能であり，周囲の自然状況に合
せて任意に対応することができる。
こうして作成した骨材冷却材である本クールシート

は，気温が低下する冬場には，取り外してコンパクト
に折り畳むことができる（写真─ 6）。また保水用不
織布は，ネット状の袋から容易に取り出すことができ
るため，交換が可能である。

5．実大試験

（1）試験方法
本クールシートを，東北地方のダム工事現場の骨材

貯蔵設備に施工し，2018 年夏場の高温期間にテスト
を実施した。
［試験方法の概要］
・ 骨材貯蔵設備　金属素材のタンク，寸法；φ 10 m
程度×高さ 10 m程度，内部に骨材貯蔵（写真─ 7）

・ 骨材冷却対策　対策① 断熱材のみ，対策② 遮光カー
テン＋断熱材，対策③ 本クールシート＋断熱材（写
真─ 8）
・ 保水素材　パルプ系不織布： 厚み 20mm   

300mm× 350mm

［測定方法］
① 本クールシートを 10 本（施工幅約 3 m），骨材貯蔵
設備の上部に固定して下に垂らす。
② 上部に設置した散水ホースから，本クールシートに
水を供給し保水させる。
③ 各冷却対策を実施した骨材貯蔵設備の表面に熱伝対
を 13 本取付け（温度計測 12 本，外気温計測 1本），
各地点の温度を 15 分毎に連続計測する。

［測定条件］
日時　2018 年 7/23 ～ 10/10
場所　東北地方のダム工事現場

写真─ 5　第 1回試作品（単色）

写真─ 6　コンパクト化状態

写真─ 7　骨材貯蔵設備

写真─ 8　骨材冷却対策
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（2）温度上昇の抑制効果
図─ 2に今回実大試験を実施した計測期間内で，

10：00 ～ 17：00 までの日中気温が 22 ℃以上であった
7/24～8/4について，タンク表面温度の計測値を示す。
本クールシートを使用した個所は（対策③），既存

の他の冷却対策を取っている部分と比較して（対策① ,
②），タンク表面温度が低くなり温度上昇の抑制効果
が見られる。
本クールシート（対策③）の効果は，対策①との比

較で最大▲ 15 ℃低下，対策②との比較で最大▲ 5 ℃
低下がみられた。

（3）周辺環境との調和
写真─ 9にドローンによる空撮写真を示す。本クー
ルシートは，既存の遮光ネットと比較して，色彩的に
周囲の環境と調和しており，周辺に生息する鳥類，特
に猛禽類に対して刺激低減効果が高い。緑色と茶色の
比率，ドットの並べ方を変更する事で，落葉等の季節
変化にも対応ができるものと予想される。

6．今後の課題

今回は骨材タンクの一部を使用して効果を検証した
が，今後タンク全面もしくは直射日光が当たる面の全
てに本クールシート『アースカラークールシート』を
施工し，効果を確認していきたい。またタンクの表面
温度で骨材の温度上昇の抑制効果を検証したが，実際
に骨材温度がどの程度低下しているのかを確かめる必
要があると考える。
また保水層の素材に，自然に優しい天然パルプ系不
織布を使用したこともあり，不織布にカビが発生して
いた。しかし異臭等は確認されなかった。保水用不織
布に対して，自然界に多数存在する全てのカビや菌に
対しての耐性を持たすことはできないが，何らかの対
策を検討する必要があると思われる。
更に，自然調和に関しても，より環境影響が少ない
色調を追及することも必要だろう。

謝　辞
最後になりますが本稿を作成するにあたり，多大な
る協力を賜りましたダム工事の関係者の方々には，誌
面を借りて感謝申し上げます。
 

写真─ 9　周囲環境との調和

［筆者紹介］
黒川　晋平（くろかわ　しんぺい）
王子キノクロス㈱
営業部
副部長

図─ 2　骨材冷却対策の骨材タンク表面温度（7/24 ～ 8/4）

本クールシート＋断熱材
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紙素材の土木現場への適用

岩　井　一　将

現在我が国では，少子高齢化社会による労働力人口減少により様々な産業で，人手不足が懸念されてい
る。その中でも建設業界の就業者減少及び高齢化は他の産業と比較しても高い水準にある。対策の一つと
して高齢者，女性作業員にも取り扱いが容易となる軽量な素材を建設現場に適用できないかを考えた。ト
ンネル用の風門とガードマンボックスに試験適用し，結果として今後の現場での実用化に向けて，基礎的
なデータを得た。
キーワード：  段ボール，紙素材，環境，リサイクル，軽量

1．はじめに

近年，建設産業では作業従事者の高齢化，建設小町
に代表される女性の進出といった状況である。これま
での若年の体力に恵まれた作業員に比較し，重量物の
運搬や取り扱いに課題がある。そのため，作業員を補
助するアシストロボなどの開発もされている。しかし
このようなロボットは高価なことから，現場への適用
が十分に進んでいない状況である。そこで，筆者は体
力的に恵まれていない高齢者，女性作業員にも取り扱
いが容易となる軽量な素材を建設現場に適用すること
も対策の一つと考え，軽量な素材として紙素材に着目
した。紙素材は，軽量であるばかりでなく，加工によ
り高強度，高剛性，耐候性を確保し得る。また，使用
後はリサイクルが可能であり，ほぼ 100％の再利用が
期待できる。そのため，環境にやさしい材料といった
面も注目される。そこで，紙素材を土木現場に適用す
る可能性を試すため，大型の事例としてトンネルの風
門を，小型で作業環境改善の事例としてガードマン
ボックスを試作し現場で適用した。本報告では，紙素
材の特徴と 2つの適用事例の概要について説明する。

2．紙素材の特徴

ガードマンボックスと風門の試作に使われた紙素材
は厚さが 15 mm，3層構造の段ボール（王子インター
パック㈱製 ハイプルエース）である（写真─ 1）。こ
の素材は機械などの重量物の梱包に多用されている。
また，表面に耐水加工を施し，マグロ輸送用箱にも使

用されている（写真─ 2）。切断したり，表面に折目
を付けて曲げたりすることで，任意な形状を作製可能
である。面密度は 2.2 kg/m2 であり，型枠等に使用さ
れる合版サイズ（1.8 m × 0.9 m）であれば 4 kg 未満
と軽量であるため，人力運搬も容易である。また，こ
の素材は全国規模でのリサイクルシステムが確立して
いるため，建設現場での使用後に産業廃棄物として処
分せず，ほぼ 100％リサイクル可能である。

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策

写真─ 1　3層構造の紙素材（厚さ 15 mm）

写真─ 2　適用例：マグロ梱包箱
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3．紙素材の耐候性の確認

（1）耐候性を確認したトンネル現場の概要
紙素材を屋外で使用する場合の耐候性を確認するた

め，1年間の試験が可能で，湿潤環境にあるトンネル
現場を選定した。現場は九州地区内のトンネル他工事
にご協力いただいた。
このトンネルは延長 2,885 m，高さ約 7.7 m，幅約

9.5 mで NATM工法で施工中である。
トンネル内の湧水量が平成 28 年度時点で約 3トン
／分と通常のトンネルより多く，1年を通じて湿度が
60 ～ 70％程度の湿潤状態で，坑内温度が 26 ～ 28℃
程度と温度変化も少ない。そのため，湿度・温度とも
一定の条件のもとで屋外で使用した状況を再現できる
と考えられた（写真─ 3）。

（2）耐候性の検証方法
紙素材の耐候性の検証は 2種類の方法で検証した。

まず，劣化の程度を定量的に評価するため，JIS Z0403-2
「垂直圧縮強度」に準じた金砥子型の供試体をトンネ
ル内に静置し，1ケ月・3ケ月・6ケ月・12 ケ月後の
強度を確認した。なお，比較のため 1層構造の段ボー
ルに耐水加工を実施し，実製品として使用されている
ものも静置した（表─ 1）。耐水，超耐水とも表面と
内部に薬品を含侵させて，耐水性を確保している。耐
水加工の仕様の差異を評価できるように，3種類の供
試体とも木端口の全周にテープを貼り，両表面のみか
ら吸湿するようにした。供試体の両表面がトンネル内

部の空気に触れるように，箱状のネットを使用した。
さらに，実際の使用状況を想定し，幅 0.5 m，高さ
0.5 m，長さ 2.0 m の箱状試験体 5 個も同様な状態で
静置した。紙素材にはデンプン素材の接着剤が使用さ
れ，これはカビの栄養源となる。カビの発生により，
接着剤の機能が失われ，紙のはがれ，強度低下による
大きな変形などが予測された。この箱状試験体によ
り，表面の損傷（紙のやぶれ，はがれ），カビの発生，
脆弱部と考えられた折曲げ箇所の劣化状況を観察し
た。また，観察後に強度試験を実施し，劣化状況の定
量的な把握を行った。垂直圧縮強度の供試体を写真─
4に，箱状試験体および供試体の静置状況を写真─ 5

に示す。

（3）耐候性の検証結果：垂直強度試験体
垂直圧縮強度試験体の強度試験結果を図─ 1～ 4

に示す。横軸は経過時間（月），縦軸は強度比（％）（＝
各時期の供試体の圧縮強度試験結果／試験前の標準状

写真─ 3　トンネルの状況（壁面・底面とも湿潤状態）

表─ 1　垂直強度試験体の仕様

種類 層数 耐水加工 用途・使用例
3層紙素材 3層 なし 工業製品輸送
耐水紙素材 1層 表面・内部に含侵 高冷地キャベツ用箱
超耐水紙素材 1層 同上 養蜂箱

写真─ 4　JIS�Z0403-2�垂直圧縮強度用の供試体

写真─ 5　箱状試験体および供試体の静置状況
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態（水分含有 7％状態）の試験体の圧縮強度）および
供試体の水分含有量（％）の実測値である。
図─ 1～ 4に示すように 3 種類の試験体とも 1 ケ
月の強度比は 40％程度と同様な結果であった。紙素
材は，水分含有量が大きくなると圧縮強度が低下する
傾向がある。耐水加工は効果期間をおよそ 2週間程度
と想定している材料である。そのため，今回の湿潤状
態環境下では，1ケ月間は耐水効果が持続せず，表面
から水分が浸透して強度の低下が発生したと考えられ
る。
強度比と水分含有量について 3層紙素材と耐水紙素
材，超耐水紙素材で差異が見られた。図─ 1の 3 層
紙素材では 3ケ月の水分含有量 17％が 6 ケ月 14％へ
と低下している。図─ 2の耐水紙素材では 3 ケ月の
水分含有量 16％が 6 ケ月 13％へと低下している。こ
れはトンネル内の湿度が低下した時に，紙素材内の水
分が放出されたと考えられる。紙素材の性質として，
素材の劣化が発生していなければ，水分含有量が低下
すると強度比が回復する。強度比に着目すると，3層
紙素材は 3 ケ月 40％から，乾燥した状態の 6 ケ月
50％へと回復していた。一方，耐水紙素材は 3 ケ月
35％から，乾燥した状態の 6ケ月 29％へ低下し，乾
燥による強度比の回復は見られなかった。
超耐水紙素材については図─ 3に示すように 6 ケ

月後の水分含有量が 21％と大きく増加している。供
試体の状況を観察したところ，他の 2種類の供試体よ
りも全体的に濡れた状態であった。この理由としてト
ンネル抗内の壁面からの水滴が掛かる位置に供試体が
おかれていたと推測される。しかし，3種類の試験体
の強度比を比較した図─ 4に示すように，水分含有
量がより低い耐水紙素材と同等の強度比 30％程度を
確保しており，水分含有量の多寡による強度比の差異
が確認できない。以上のことから，3層紙素材は 3枚
の波型構造のため，湿潤状態下で吸湿・乾燥を繰り返
した場合も，内部の部材まで劣化が進みにくく，耐候
性を期待できると考えられる。
一方，1層構造の耐水紙素材，超耐水紙素材は湿潤
状態下では耐水仕様の効果は 1ケ月以下であり，時間
の経過とともに内部の部材まで劣化が進行し，乾燥し
た場合も強度比が回復しない状態になっていくと考え
られる。今回の結果から，数ケ月の期間で仮設設備と
して使用する場合は，耐水，超耐水仕様としなくとも
適用可能と考えられる。ただし，水滴が常時掛かるよ
うな環境下で，より短期間の仕様であれば耐水仕様と
することで吸湿防止による強度比の低下防止効果が期
待できると予想される。なお耐水，超耐水加工をした

図─ 1　強度比と水分含有量の経時変化（3層）

図─ 2　強度比と水分含有量の経時変化の経時変化（耐水）

図─ 3　強度比と水分含有量の経時変化の経時変化（超耐水）

図─ 4　強度比の経時変化（3種類の比較）
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場合も，通常の段ボールの再生産工程で処分可能なた
め，産業廃棄物の発生抑制に有利である。
供試体の回収時に表面のはがれ，カビの発生などの

状況を観察した結果，少数でわずかに黒いカビの発生
が見られた程度で，顕著なカビの発生は確認されな
かった。

（4）耐候性の検証結果：箱状試験体
箱状試験体の回収時に，はがれ，カビの発生，折曲

げ部の損傷，変形の有無を確認した。1ケ月後，3ケ
月後，6ケ月後，12 ケ月後のすべてではがれ，折曲げ
部の損傷，変形は確認されなかった。3ケ月後に 1個
の試験体の 1面にカビの発生が確認された。しかし次
回に確認したところ，カビの発生面積が増加した傾向
はなく，劣化の進行は見られなかった。12 ケ月経過
後の箱状試験体について，回収したままの状態（水分
含有 15％）と標準状態まで調湿した状態（水分含有
7％）で強度比を確認した。回収したままの状態では
強度比は 33％で，図─ 1に示す供試体の強度比とほ
ぼ同等であった。調湿した状態では，強度比が 57％
まで回復しており，内部は劣化してない供試体の試験
結果を裏付ける結果であった。

（5）検証結果のまとめ
湿潤状態下であっても吸湿・乾燥を繰り返すことが

可能な環境下あれば 3層構造の紙素材は内部の部材の
劣化が進行しにくく，仮設材として現場で適用するの
に十分な対候性を有すると考えられた。

4．トンネル風門への適用 

（1）風門について
風門はトンネル貫通後の外気流入による坑内温度，

湿度の急激な変化を防ぎ，覆工コンクリートのひび割
れ発生を防止するために設置される。従来工法のバ
ルーン式風門を設置する方法や剛性のある鋼製パネル
等での構造はコストが高い，廃棄が有償，現場でのサ
イズ調整が困難なことが課題であった。

（2）試験の目的，試験現場
風門に必要な強度を確保しつつ，設置箇所のサイズ，
形状に対応しやすい紙素材を大型の土木仮設に適用で
きることを確認するため，実際の現場で組み立ての容
易さ，耐候性を確認することとした。今回の試験は九
州地区でのトンネル工事現場にご協力いただいた。
トンネル延長は 1,594 m，全幅 13.5 m，直径 13.5 m

となっている。　

（3）紙素材の風門の特徴
事前に単管を構築し，トンネルの形状，寸法に合わ
せて加工した紙素材を人力で設置することにした。紙
素材を使用した事例では過去最大の大きさ，直径
12 m，高さは 8 m以上となる（写真─ 6）。なお，土
砂運搬用の重ダンプが走行するため，風門の中央部に
は開口（幅 5 m×高さ 4 m）が必要となる。そこで土
砂運搬しないときは，扉を閉める構造とした。
大断面であると紙素材が座屈する懸念があるため，
1 m四方のパーツを基本としてトンネル形状にあわせ
て事前に裁断して搬入し，現場で組み立てた。
取り付け方法は紙素材に単管を引っ掛ける形の切り
込み加工を施し，仮固定する（写真─ 7，8）。つぎに
1 m四方パーツ同士の接合は樹脂製のネジを使用し
た。

（4）現場での組み立ての容易さの確認
1 m 四方のパーツは重量が 2 kg 程度であり，組み
立ては高所作業車のみを使用し，人力で設置ができた
（写真─ 9）。事前に単管が構築されており，紙素材が
単管に引かけられる加工がされていれば，熟練の作業
員 10 ～ 15 名程度が 4～ 5時間程度で設置できること
が確認できた。
また曲線に対応した加工も自在にできるため，トン
ネルの曲線部へも隙間なく設置できた。
隙間の微調整も予備の部材をカッターで切る等の簡
単な加工で，現場対応が可能である。

（5）耐候性の確認
設置から 2ケ月経過後， 途中大雨で一部冠水の被害

写真─ 6　完成した紙製トンネル風門
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に遭いながらも顕著な破損は確認されていない。一部
でカビの発生が確認されたが，対策についてはコスト
を考慮しながら対応を検討する予定としている。

5．ガードマンボックスへの適用

（1）ガードマンボックスについて
建設工事現場などでは歩行者，自動車（運転者）な

どの安全を確保するために出入口等にガードマン，交
通誘導員等を配置して作業を行うようにしている。冬
期の工事や寒冷地での工事では，ガードマンや交通誘
導員が屋外での長時間にわたる業務を行うことになり，
一般に防寒服を着用して寒さ対策を講じている。一
方，防寒服を着用しても十分な防寒効果を得られない
ケースもあり，ガードマンボックスを設置，その中に
入って業務を行うケースもある（写真─ 10）。しかし
ながら，従来のガードマンボックスは防寒効果が非常
に高い反面，設置・撤去が容易でなく，必要な時に必
要な場所で使うことが難しい。またガードマンボック
スを設置する場所が十分確保できないケースもある。
高齢化，女性作業員の増加はガードマンも同様であ

り，労働環境改善の一環としていつでも設置，撤去で
きるガードマンボックスを実現するため，紙素材の軽
量性，折り畳の容易さに着目した。

（2）紙素材のガードマンボックスの特徴
素材は 3層構造の紙素材であり，ガードマンボック
スは本体部と屋根部上下の 3ピースになっており包装
用ジョイントでいつでも取り外しと取り付けが可能で
ある。女性でも持ち運べる 10 kg 程度の重量となって
おり，折りたたんだ状態で巾 45 cm 程度の運搬しや
すいサイズとした（写真─ 11）。

（3）試験の目的
運搬，設置が容易なことを目標に試作したがガード
マンボックスについて，実際の現場でガードマンに試
用していただき，実用性を確認することとした。

（4）試験の概要 

試験は関東地区の道路工事現場にて実施した。この
現場はガードマンボックスの試作工場に近く，対応が
容易な点も考慮して協力いただいた。

写真─ 7　単管に固定する切り込み 写真─ 8　固定用の樹脂性ネジ

写真─ 9　高所作業車と人力での設置状況 写真─ 10　一般的なガードマンボックスの例
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持ち運びについては現場関係者，ガードマン数人に
実際にもってもらい，以下の感想をいただいた。
・ 「45 cm サイズであれば手が回るため，運ぶ際にも
ちやすい。」

・ 「10 kg 程度は運搬可能であるが，さらなる軽量化
ができれば，よりありがたい。」

（5）使用性の確認
約2週間試用していただき，以下の感想をいただいた。
・「風よけになり，防寒性はある程度期待できる。」
・ 「出入りがし易いように，出入り口の工夫が必要。（現
状の片開きでなく， 両開きが望ましい。）」
・ 「組み立てには 2人で 5分程度，慣れれば 3分程度
で可能と考えられる。」

・ 「3 パーツを 2人で組み立ては毎日は面倒なので，
改善必要。」

・ 「組み立てが1人で可能なタイプの開発が望ましい。」
・ 「視界を確保しつつ，腰から上の風が当たらないよ
うに高い箇所の面積増が望ましい。」（冬季のための
感想）

・ 「2 週間程度小雨にさらされる程度であれば，大き
な損傷はない。」

・ 「夏季用に，風が通るようなスリットがあるタイプ
もあれば役立つと思う。」　

（6）試用結果のまとめ
2 週間試用いただいた結果，運搬，組み立ては現場

で実用可能なレベルと考えられた。組み立てをより簡
素化，出入り口の工夫等の指摘された課題を改善し，
より実用性を高め広く適用できるようにしたい。

6．おわりに

今回，軽量でリサイクル性に優れた紙素材を活用し，
大型仮設の事例としてトンネル風門へ小型で作業環境
改善の事例としてガードマンボックスを試作し，実際
の現場にて試験を実施した。風門については，設置が
人力で可能で，曲面にも適用可能な点が確認された。
ガードマンボックスについては持ち運び，組み立てが
容易であることが確認された。両技術とも基本的な要
求は満足しているが，耐候性のさらなる向上，使いや
すさについては課題も確認された。なお，両技術とも
基本的な性能は満足していることから改良を進めて現
場での適用事例を増やし実用性を高める予定である。
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掘削段階に応じたトンネル発破音低減システムの開発
ANC による低周波音局所制御システムと多孔質材による 
可聴音低減システム

阿　部　将　幸

山岳トンネル工事における発破掘削は，昼夜を問わず一日に複数回行われ，非常に大きな騒音が発生す
る。掘削の初期段階では全周波数帯域の音が問題となる一方，掘削距離が進むにつれて可聴音が減衰し低
周波音が卓越した周波数特性となる。本稿では，掘削段階により周波数特性が異なる発破音対策として開
発した，ANCを利用した低周波音の局所制御システム，多孔質吸音材と坑内作業足場を利用した可聴音
低減システムの概要を示すとともに，実際の山岳トンネル工事現場での検証結果について報告する。
キーワード：トンネル，発破音，アクティブノイズコントロール，多孔質吸音材

1．はじめに

山岳トンネル工事における発破掘削は，昼夜を問わ
ず一日に複数回行われ，非常に大きな騒音が発生す
る。掘削の初期段階では全周波数帯域の音が問題とな
る一方，掘削距離が進むと可聴音が減衰するため低周
波音が卓越した周波数特性になるなど，掘削段階によ
りその特性が異なることから，近隣の住環境に配慮し
た発破音対策は技術的難易度が高いものとされている。
筆者らは，騒音対策として坑口に設置される防音扉

では遮ることの難しい 20 Hz 以下の超低周波音をトン
ネル内部で減衰させる吸音装置を開発し，これまで
様々な山岳トンネル現場に適用してきた 1）。
本稿では，新たに開発したアクティブノイズコント

ロール（以下，ANC）を利用した 100 Hz 以下の低周
波音制御システム，多孔質吸音材と既設坑内設備を利
用した 100 Hz 以上の可聴音低減システムについて報
告する。

2．低周波音の局所制御システム

音の波動性を利用したANCは，波長の長い低周波
音の低減に適した手法である。最近のデジタル信号処
理装置の性能向上と低廉化により騒音対策技術の選択
肢の一つになりつつあり，様々な分野への適用例が報
告されている 2），3）。
本章では，ANCによる発破音の制御範囲を坑外の

特定エリアに限定した局所制御システムの概要と，実
際のトンネル発破音に適用した事例を報告する。

（1）ANCシステム
図─ 1にFilterd-x LMS アルゴリズムによるフィー

ドフォワード制御システムのブロック図を示す。
フィードフォワード方式のANCシステムでは，騒音
源に近い上流側で参照信号となる一次音を検出するリ
ファレンスマイク，低減効果を観測するための制御点
（エラーマイク），一次音を打ち消す二次音を発生する
二次音源装置（スピーカ）で構成される。リファレン
スマイクで検出された参照信号をエラーマイクの位置
で一次音と逆位相となるように制御フィルタによって
加工し，スピーカから二次音として放射する。エラー
マイクでは一次音と二次音の差分である誤差信号を検
出し，制御フィルタは誤差信号が最小となるように
フィルタの係数を調整し，二次音の信号を作成する。
フィードフォワード方式ではリファレンスマイクで検
出した一次音に基づいて二次音の信号を作成するた
め，一次音の伝搬経路やソフトウェアの演算時間，ハー

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策

図─ 1　�Filterd-x�LMS�アルゴリズムによるフィードフォワード制御システ
ムのブロック図
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ドウェアの応答時間を把握し，リファレンスマイクと
二次音源を因果律を満たす距離をとって設置しなけれ
ばならない。

（2）制御対象エリア
通常，騒音源，二次音源，エラーマイクが直線状に

配置されたフィードフォワード（1-1-1）制御方式にお
いて，制御エリア拡大のためには，二次音源を騒音源
近傍に配置する必要がある。トンネル発破音を対象と
する場合，坑口，若しくは坑内に二次音源を配置する
ことが理想的であるが，一般的なスピーカでは発破音
と同振幅の逆位相音を発生させることが困難であり，
発破音への適用事例は極めて少ない 4），5）。
ここでは，ANCによる制御対象範囲を坑外の特定

エリア（近隣民家の敷地内を想定）に限定することに
より，二次音源の設置数や出力を抑えることを目的と
した局所制御システムの効果検証を行った。
制御対象とする近隣民家が坑口から 100 m 点に存

在すると想定し，坑口と二次音源の距離を 90 m，二
次音源と制御点の距離を 10 mとし，坑口，二次音源，
制御点を直線状に配置した場合の位相干渉による発破
音低減効果を波動音響解析により検証した。
解析モデルを図─ 2に示す。x-y 面（z＝0 m），z-x

面（y＝0 m）を対称面とし，x＝0 m，y＝0 m，z＝0 
m に点音源（振幅：100［Pa］，位相 0［deg.］），x＝0 
m，y＝90 m，z＝0 mに二次音源（点音源）を配置し，

x＝0 m，y＝100 m，z＝1.5m の制御点で音圧が 0 と
なるよう二次音源の振幅，位相を設定した。制御点周
辺 x＝－25 ～ 25 m，y＝90 ～ 140 m，z＝1.5 mにおけ
る 16 Hz，31.5 Hz，63 Hz の音圧レベル，及び制御前
と比較した低減量分布を図─ 3に示す。いずれの周
波数においても，制御点近傍では 10 dB 以上の低減効
果が得られ，二次音源，制御点の直線上に制御エリア
が広がっていることがわかる。しかしながら，制御点
から直線方向に遠ざかるにつれ低減効果が小さくな
り，制御点から水平方向に離れるにつれ，一部で増幅
エリアが生じていることがわかる。これは，三次元空
間での伝搬音は距離の二乗に反比例して減衰するた
め，坑口からの伝搬音と二次音源からの発生音の振幅
のズレが制御点から離れるにつれ大きくなること，坑
口からの伝搬音が平面波に近い形状であるのに対し，
二次音源からの発生音が球面波に近い形状となり，波
長の短い高周波音になるほど位相のズレが大きくなる
ことが要因である（図─ 4，5）。
しかしながら，制御対象を 100 Hz 以下の低周波音
に限定することで，スピーカ 1台で約 200 m2 程度の
範囲内を 5～ 10 dB 程度低減させることが可能である
ことや，二次音源を水平方向に並列配置することで水

図─ 2　解析モデル
ANC制御前の音圧レベル分布（z＝ 1.5 m） 図─ 3　ANC制御後の音圧レベル分布，及び低減量分布（z＝ 1.5 m）
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平方向の低減エリアを拡大することも可能であること
から，予め制御対象エリアや坑口からの伝搬距離，制
御周波数帯域などの条件を確認し，システム設計を行
うことで有効な発破音対策ツールとなると思われる。
なお，本検証モデルのように，坑口から 100 m 離
れた点における制御音圧レベルが約 100 dB の場合，
音源方向に離隔距離 10 m で設置する二次音源は約
117 dB/1 m 程度の出力が必要となるが，これは市販
のスピーカでも出力可能なレベルであることから，特
殊な二次音源を必要とせず，市販品のみでシステム構
成が可能であることを確認した。

（3）現場適用実験
実際のトンネル発破音に対するANC制御の効果を

検証するため，トンネル坑口から約 150 m 点の橋上
にある工事用ユニットハウスを制御対象とした現場実
験を行った。ANCシステムは参照点 1箇所，制御点，

二次音源をそれぞれ 2箇所とするフィードフォワード
（1-2-2）制御とし，図─ 6，写真─ 1に示す様に，ユニッ
トハウスからの反射音の影響を最小限に抑えるレイア
ウトとした。
制御時間は発破音継続時間と同程度とし，発破音を
複数回制御することにより制御フィルタを更新した。
測定量は 1/3 オクターブバンド音圧レベルの最大値，
時間重み特性は Slow とした。
発破毎に参照点（R1）- 制御点（C1）間の音圧レベ
ル差を測定し，予めANC非制御時に測定した参照点
（R1）- 制御点（C1）間の音圧レベル差の 5回平均値と
比較することで，制御点（C1）における低減効果を
求めた（図─ 7）。ANCの制御回数が増すにつれ徐々
に低減量が増大し，制御 4 回目に 31.5 Hz，63 Hz 帯
域で最大 8 dB の低減効果を確認した。なお，4回目
以降の制御効果には大きな差が見られていないことか
ら，比較的少ない制御回数でも制御フィルタが収束し
ていることがわかる。同様に，参照点（R1）とユニッ
トハウス内受音点（P1 ～ P4）との音圧レベル差を
ANC非制御時の 5回平均値と比較した結果を図─ 8

に示す。50 Hz 以上の低減量に多少のバラつきがある
ものの，ユニットハウス内の各点で制御点と同様の低
減効果が得られていることを確認した。
ここで，ANC制御 5 回目に観測したユニットハウ

図─ 4　音の距離減衰 図─ 5　波面合成

写真─ 1　現場適用実験状況

図─ 6　現場適用実験の概要

図─ 7　�制御点（C1）�
における低減量

図─ 8　� ユニットハウス内�
低減量（ANC5回目）

図─ 9　ユニットハウス内平均音圧レベル
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ス内平均音圧レベルと，各受音点にユニットハウス内
の低減量（図─ 8）を加算した後に平均したANC非
制御時の室内音圧レベル推定値との比較を図─ 9に
示す。ANC非制御時のユニットハウス内音圧レベル
は 25 ～ 63 Hz 帯域が卓越した周波数特性であったと
推定されたが，ANC制御により卓越成分が低減され，
騒音レベルで 7.0 dB，低周波音レベルで 4.1 dB 低減
できていることがわかる。
実際のトンネル現場では発破ごとに防音扉を開閉す

るため，坑口付近に二次音源や参照点を固定配置する
ことが難しく，発破の直前に二次音源を配置し，経路
同定作業を行う必要がある。制御対象エリアを限定し
た局所制御システムの場合，参照点や二次音源，制御
点を対象エリアに近接して固定配置する為，発破毎の
機材配置や経路同定作業も不要になるなど，発破の作
業効率の低下を防げることも特長の一つである。

3．可聴音低減システム

切羽から坑口までの距離減衰が見込めない発破掘削
の初期段階では，防音扉設置後も 100 Hz 以上の可聴
音が問題となることがある。
そこで筆者らは，既設作業台車に多孔質吸音材を取

付けることで坑内にサイレンサー構造を形成する可聴
音低減システムを考案した。本章では実際のトンネル
現場への適用事例と低減効果について報告する。

（1）システム概要
トンネルA，Bに導入した可聴音低減システムの概

要を表─ 1，図─ 10，11に示す。何れのトンネルもシー
ト張り台車の骨組部や作業床，手摺部を利用してグラ
スウールボード（以下，吸音材）を複層させて取付け
ることで開口サイズの異なる多数の消音ダクト構造を
形成した。吸音材は作業床の裏面，及びトンネル進行

方向に直行した手摺部にも取付けている。
なお，可聴音が問題となる掘削初期にサイレンサー
として利用した後，作業床の吸音材を撤去することで
通常の作業足場として利用することが可能であり，設
置コストも抑えられることを特長としている。

（2）現場適用実験
シート張り台車への吸音材設置前後の音圧レベルを
測定することにより，吸音材の設置効果を検証した。
図─ 12に測定点，音源位置を示す。

表─ 1　可聴音低減システムの概要

図─ 10　トンネルA　吸音材設置レイアウト

図─ 11　トンネルB　吸音材設置レイアウト
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実発破では，吸音材設置前後の切羽状況や火薬量，
坑内設備のレイアウト等を同一条件で評価することが
困難であるため，検証用音源には発破音を模した広帯
域の衝撃性音源装置 6）を用いた。写真─ 2に音源装
置の概要を示す。内径 0.15 m，長さ 1 mの塩化ビニ
ル管を 2本連結し，一方を閉管，もう一方の開口部に
厚さ 1 mmの PETシートを取付けている。エアーコ
ンプレッサーにより管内を加圧し，取付けたPETシー
トを破裂させることで圧縮空気を瞬時に放射し，広帯
域の周波数成分を含む衝撃音を発生させた。

シート張り台車の中心から前後 20 m 点に設置した
P1-P2 間の音圧レベル差をそれぞれ 5回測定し，吸音
材設置前後で比較することで低減量を求めた。測定量
は 1/3 オクターブバンド音圧レベルの最大値，時間重
み特性はFast とした。
図─ 13に吸音材設置による音圧レベル低減量を示
す。トンネルA，Bとも250 ～ 500 Hz 帯域の低減量が
最も大きく，最大5～ 6 dBの低減効果が得られている。
また，1kHz以下の周波数では，シート張り台車の奥行
が長いトンネルAに比べ，奥行きが短いものの吸音材
の設置面積が大きいトンネルBの低減量が大きく，100
～ 1 kHz帯域で 4～ 5 dB程度の低減効果を確認した。
なお，高音域の吸音率が高い多孔質吸音材を設置し

ているにもかかわらず 1 kHz 以上の帯域で低減効果
が殆ど得られていない。これは，坑内路面や周壁の吹
付コンクリートが高音域で比較的高い吸音性能を有し
ており，吸音材設置による坑内吸音力の増加が見込め

ないことが要因であると考えられる。

4．おわりに

ANCを利用した低周波音の局所制御システム，多
孔質吸音材と既設坑内設備を組合せた可聴音低減シス
テムについて，波動音響解析，現場適用実験により低
減効果を確認した。坑口防音扉や，超低周波音吸音装
置 1）と組合せることで広周波数帯域の発破音を効率
的に低減させることが可能となった。
何れのシステムも特殊な装置を必要とせず，汎用品
のみで構成することができるため，比較的低コストで
実現可能である。今後は，システム改良による低減効
果の拡大を図るとともに，周辺環境配慮技術として積
極的に適用していく。
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図─ 12　坑内測定点

図─ 13　吸音材設置効果

写真─ 2　模擬発破音発生装置の概要
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アクティブノイズコントロールを用いた 
建設騒音の低減技術
ミュート，ミュートハイブリッドパネルの開発

太　田　　　稔・林　　　　　学・梅　田　克　則

建設工事における騒音は，その発生が限られた施工期間であるとはいえ近隣住民に少なからずストレス
を与えることとなる。騒音対策においては，従来より仮設防音シートや仮設防音パネル等によるパッシブ
方式の対策が実施されている。
本稿では従来技術に加えて簡易な仮設システムを用いた工事騒音の低減に対する取組みとして，反転位
相波形を生成する，いわゆるアクティブノイズコントロールを用いて騒音を低減するアクティブ減音装置
ミュート（以下「本装置」という）と軽量減音材ミュートハイブリッドパネル（以下「本減音材」という）
の技術の活用事例について紹介する。
キーワード：環境対策工，騒音防止対策工，仮設工，アクティブノイズコントロール，逆位相

1．はじめに

近年，工事施工中の周辺生活環境の保全への要望が
高まり，近隣住民や発注者からはより高いレベルでの
対策が求められている。特に工事騒音に関する要求レ
ベルは非常に高く，騒音の発生源対策もさることなが
ら，工事用仮囲い壁の防音性能を上げることによる対
策も多い。
ここで，近隣へ届く工事騒音は仮囲い壁がある場合で
は，仮囲い壁自体を透過する音（以下「透過音」という）
と仮囲い壁の上部を回折する音（以下「回折音」という）
の合成音となる。これまでは一般的に透過音の低減対策
を実施してきたが，騒音をより低減するために透過音の
みでなく回折音も同時に減音することに着目した。
従来技術での回折音の減音方法は，仮囲い上部形状

を工夫しエッジ効果により抑制をはかるものはあっ
た。しかし，現場からの高い要求を満足するため，「音
を音で減音する」アクティブノイズコントロールの技術
を活用して，工事仮設用の減音装置を新たに開発した。

2．アクティブ減音装置

（1）本装置の概要
本装置の外観を写真─ 1，図─ 1に示す。本装置と

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策

写真─ 1　本装置

図─ 1　本装置�外観図
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は問題となる騒音に対して同振幅かつ逆位相の音を重
ね合わせて騒音そのものを減音する方法である（図─
2）。本装置は騒音発生源側に向いたマイク部で騒音
を受け，制御回路により周波数毎の反転位相波形を生
成し，上向きスピーカー部から逆位相の音を放射し減
音する構造である。また本装置はこれまで困難であっ
たアクティブ方式による広周波数帯域（250 Hz ～
2.5 kHz）の減音を可能とし，電源を供給するだけで
稼働できる装置とした。

（2）性能確認試験
（a）試験概要
建設現場における工事騒音を対象として，本装置の

設置有無による騒音低減効果の確認試験を屋外で実施
した。試験はホーンスピーカーにより疑似騒音を発生
させ，本装置の有無による音圧レベルの比較を行っ
た。試験は段階を分けて実施し，1回目の試験では装
置 1台（単独）の性能確認を，2回目の試験では現場
適用時と同様に装置を連続設置し騒音の低減効果を確
認した。なお本装置は仮設防音パネルによる仮設防音
壁への取付けを対象としているため試験時も同様とし
た。ここで本装置の基本的な設置方法を図─3に示す。
（b）単独設置での試験
各ケース（表─ 1）について音圧レベルを測定し，
本装置の減音効果は次式により算出した。
減音効果：IL＝L1－L2（音圧レベルの差異）
測定は 1/3 オクターブバンド（周波数範囲 63 Hz ～
10 kHz）とする。単独設置での試験における資機材
の配置及び計測点の側面図を図─ 4に示し，設置状
況写真を写真─ 2，3に示す。

図─ 2　本装置の原理

写真─ 2　設置状況（単独設置）

図─ 4　計測側面図（単独設置）

表─ 1　測定ケース一覧（単独設置）

No. 仮設防音パネル高さ 本装置の設置
Case-1 枠組足場 1段 設置しない
Case-2 枠組足場 1段 設置する
Case-3 枠組足場 2段 設置しない

図─ 3　設置方法

本装置
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ここで，測定ケース毎における音圧レベルおよび本
装置の設置による効果を表─2および図─5，6に示す。
また，測点 P4 における周波数毎の減音効果を図─

7に示す。
試験結果より，
① 枠組足場 1 段において，本装置の有無（Case-1
と Case-2 との差）に伴う減音効果は 4.05 dB ～

7.00 dB であり，10 m離れた測点においても約 5
～ 6 dB の高い減音を確認できた。 
② 枠組足場 2段（Case-3）と枠組足場 1段に本装置
を設置した場合（Case-2）との比較により，音源
が直接目視できる点およびその近辺を除く回折音
が卓越する測点においては，本装置による減音効
果の優位性が確認された。

写真─ 3　騒音低減装置設置状況（単独設置）

表─ 2　測定結果（単独設置）
  （dB）
ケースNo. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
① Case-1 71.85 67.01 66.74 78.28 72.71 67.70 82.40 73.20 67.64
② Case-2 67.37 62.96 60.60 71.29 67.12 61.71 75.93 69.02 62.47
③ Case-3 69.84 64.03 64.43 68.47 64.33 62.46 70.01 67.55 63.38
①－②  4.48    4.05    6.14    7.00    5.59    5.99    6.47    4.18    5.18 
③－②  2.46   1.07   3.82  －2.82  －2.78   0.75  －5.92  －1.48   0.92

図─ 5　音圧レベルの差（Case-1-Case-2：単独設置）

図─ 6　音圧レベルの差（Case-3-Case-2：単独設置）

図─ 7　周波数毎の減音効果（測点P4）
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③  200 Hz～2.5 kHz の幅広い周波数帯域において，
4～ 9 dB の減音効果が確認された。

（c）連続設置での試験
現場適用時と同様に本装置を連続して屋外に設置

し，表─ 3に示す各ケースについて音圧レベルを測
定した。試験方法は単独設置時と同様とした。資機材
の配置及び計測点の側面図および正面図を図─ 8，9

に示し，状況写真を写真─ 4～ 6に示す。
ここで，測定ケース毎における音圧レベルおよび本

装置の設置による効果を表─4および図─10に示す。
また，測点 P1 における周波数毎の減音効果を図─

11に示す。
試験結果より，
① 連続設置の場合においても疑似騒音に対して，約
6 dB～ 9 dB の減音効果が確認できた。 
②  200 Hz～2.5 kHz の幅広い周波数帯域において，

表─ 3　測定ケース一覧（連続設置）

No. 仮設防音パネル高さ 本装置の設置
Case-1 枠組足場 1段 設置しない
Case-2 枠組足場 1段 設置する

図─ 8　計測側面図（連続設置）

図─ 9　正面図（連続設置）

写真─ 4　正面全景（連続設置）

写真─ 5　背面全景（連続設置）

写真─ 6　本装置設置状況（連続設置）

5 ～ 12 dB の減音効果が確認された。
2回の試験により，工事騒音に対する減音効果およ
び仮設防音パネルを設置した足場への適用性が確認で
きた。

（3）現場使用による課題
現場での使用を重ねる中で課題も現れてきた。本装
置の性能確認は仮設防音パネルによる試験を実施して
いたが，現場で特に減音の需要がある工事敷地境界で
は鋼製仮囲い（フラットパネル等）上での本装置の使
用が多かった。鋼製仮囲いは仮設防音パネルに比べる
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と透過音の減音性能に劣るため，合成音として近隣へ
伝わる騒音の減音効果は低い結果となっていた。そこ
で鋼製仮囲いにおいても回折音の減音効果を得るため
に，現場で取付けが容易な軽量減音材を開発した。

3．軽量減音材

（1）本減音材の概要
仮囲いの防音性能を向上させる製品は，各社より

リース・販売されているが，防音性能の高い製品は重
量のある大がかりなモノが大半を占め，現場での設置
や取付けにも手間がかかる。
そこで労働者不足や省力化も踏まえ軽量で持ち運び

や設置が容易にできる遮音性能の高い本減音材を開発
した。
本減音材の製品寸法および重量は，幅：440 mm×

高さ：1200 mm×厚さ：65 mm　質量 3.5 kg であり，
高い防音性能を得るために構造は，吸音性能（発泡体）

＋遮音性能（発泡体・繊維板）＝ハイブリッド減音材（複
合構造）とした。なお設置は磁石を利用して貼り付け
ることで省力化を図っている。その外観を写真─ 7，
実際の現場での設置状況写真を写真─ 8に示す。

表─ 4　測定結果（連続設置）

測定No. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
① Case-1 69.59 68.88 67.95 76.98 72.40 68.18 83.11 77.59 71.27
② Case-2 60.45 59.68 60.85 68.57 65.87 61.95 76.37 70.97 64.58
①－②  9.14   9.20   7.10   8.41   6.53   6.23   6.74   6.62   6.69

図─ 10　音圧レベルの差（Case-1-Case-2：連続設置）

図─ 11　周波数毎の減音効果（測点P1）

写真─ 7　本減音材�外観
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（2）性能確認試験
試験は屋外でアクティブ減音装置の試験時と同様に
疑似騒音を利用し，フラットパネルに本減音材を設置
したことによる騒音低減効果の確認を行った。
Case-1：フラットパネル＋本減音材（測点 P1，P2）
測点等は計測側面図（図─ 12）に示す。
ここで，測定ケース毎における音圧レベルおよび当
装置の設置による効果を表─5および図─13に示す。
試験結果より，
① 建設騒音の多くを占める 500 Hz ～ 2 kHz の発生
音について軽量減音材の裏面側（測点 P2）で

表─ 5　測定結果（Case-1: 本減音材設置）
  （dB）
周波数（Hz） P1 P2 差 周波数（Hz） P1 P2 差
MainAP 84.0 61.1 22.9 800 69.3 49.5 19.8
125 60.5 49.1 11.4 1K 75.4 48.2 27.2
160 61.9 47.5 14.4 1.25K 72.7 47.7 25.0
200 63.6 50.4 13.2 1.6K 73.0 43.7 29.3
250 64.1 44.8 19.3 2K 74.3 43.3 31.0
315 64.2 50.1 14.1 2.5K 73.1 45.5 27.6
400 68.0 47.4 20.6 3.15K 72.4 47.2 25.2
500 70.6 47.1 23.5 4K 73.2 47.9 25.3
630 70.8 53.3 17.5

写真─ 8　現場設置状況

図─ 13　本減音材の設置効果

図─ 12　計測側面図（フラットパネル＋本減音材）

本減音材
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23.5 dB ～ 31 dB の減音が確認された。

4．おわりに

現場において騒音を低減する方法は頭を悩ませる課
題である。新しく開発したアクティブ減音装置「ミュー
ト」はその減音効果が確認され，既に 60 件以上の公
共工事で活用いただいている。また軽量減音材「ミュー
トハイブリッドパネル」についても徐々にニーズが高
まっており，両者を活用することにより工事施工中の
近隣住民の生活環境維持に貢献できると考えている。
なお今後の方針として，アクティブ減音装置「ミュー
ト」と軽量減音材「ミュートハイブリッドパネル」の
効果を相乗していけるように改良を進めたいと考えて
いる。
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オンサイトにて重金属汚染土壌の全量再生を実現する
M・トロン

荒　崎　拓　也・伊　藤　圭二郎・石　神　大　輔

砒素などの重金属類を含む地盤を掘削する工事において，発生土の合理的な処理方法が求められており，
近年，オンサイトで浄化処理する技術に注目が集まっている。筆者らは，従来の分級洗浄のみでは洗浄し
きれない細粒分の土壌に対し，鉄粉を混合し，これに重金属等イオンを吸着させ，超電導磁石を用いた大
容量の磁気分離により，鉄粉と共に重金属を回収して浄化する「M・トロン」を開発した。本技術を用い
ることにより，泥水シールド工事で発生する自然由来の砒素を含有する泥水や土砂，工場跡地における砒
素や鉛といった人為的な汚染土壌に対し，オンサイトでの全量浄化を実現した。
キーワード：オンサイト，土壌洗浄，分級洗浄，土壌浄化，鉄粉，超電導磁石，磁気分離，重金属

1．はじめに

2010 年の土壌汚染対策法の改正以降，改正前には
記述が曖昧であった自然由来の重金属等有害物質が含
まれる土壌についても，基準を満たさなければ“汚染
土壌”の扱いとされることとなった。自然由来の重金
属類として代表的な砒素や鉛は，それ自体を分解・無
害化することはできないことから，対策工事は掘削除
去（場外処分）に頼らざるを得ず，汚染土壌が大量に
発生する工事では，掘削土の場外処分費用が高騰する
という課題があった。また，処分場の受入量の逼迫に
よる工事遅延や，汚染土壌運搬ダンプによる環境影
響，周辺住民とのリスクコミュニケーション不足な
ど，様々な要因により工事が遅延することが多く，と
きには工事の一時中断に至るケースもあった。
このような課題解決には，汚染土壌を工事エリアか

ら外部に持ち出す必要のないオンサイト浄化技術とし
て，水洗いによる分級工法が普及している。この工法
では，まず汚染土壌を 75μm程度の閾値で分級し，
対象土壌を細粒分と粗粒分に分離する。分離する過程
において砒素などの重金属類は細粒分に濃縮するの
で，相対的に重金属類の濃度が低下した粗粒分を浄化
土として埋戻しに再利用する工法である。重金属類を
含む細粒分は産業廃棄物として場外処分の対象となる
が，対象土壌の細粒分の比率が高い場合，産業廃棄物
として場外処分する量が多くなり，埋戻しに利用でき
る浄化土も少なくなることから，全量場外処分と比較
し，工法適用によるコストメリットが生じないといっ

た課題があった。
筆者らは，これまでの水洗いによる分級工法におけ

る課題であった細粒分についても，浄化できるM・ト
ロン（以下「本システム」という）を開発，実用化し
た。本システムは，分級後に泥水として回収される細
粒分に鉄粉を混合し，重金属類を吸着させ，さらに超
電導磁石を用いた磁気分離によりその鉄粉を回収する
ことで浄化する技術である。鉄粉による重金属類の吸
着や，磁石を用いた鉄粉回収は既知の技術ではある
が，本システムは超電導磁石の特長である広い範囲に
発生する高磁場空間を生かし，大量の泥水中から確実
かつ連続的に鉄粉を捕捉・回収することを実現した。
また，本システムは，水洗いによる分級工法や鉄粉洗
浄時に使用する水の循環利用が可能である。

2．鉄粉洗浄磁気分離の仕組み

（1）鉄粉洗浄技術の浄化原理
鉄粉洗浄技術の浄化原理を図─ 1に示す。この技
術は，土を泥水化して浄化することを前提にしてお
り，泥水に鉄粉（写真─ 1）を混合して砒素などの有
害な重金属類を吸着させ，磁気分離で重金属類の吸着
した鉄粉を泥水から分離する方法である。使用する 0
価の鉄粉が，水と反応して鉄粒子表面に水酸化鉄を生
成し，土から溶出して水中に存在する砒酸イオン
（H2AsO4－等）や鉛イオン（Pb2＋，Pb（OH）+）を水酸
化鉄が電気的に吸着するものである 1）。ここで，砒酸
イオンや鉛イオンは，土への吸着量と水中への溶出量

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策
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に一定の平衡定数があり，水中の砒素や鉛の濃度が低
下すれば，土から水中に溶出することになる。このた
め，鉄粉を泥水中に混合することで，土に吸着してい
る砒酸イオンや鉛イオンが継続的に水中に溶出し，鉄
粉に吸着させることができる。その後，磁気分離を行
うことで，鉄粉とともに泥水中から砒素や鉛を分離，
抽出することが可能となる。

（2） 超電導磁石を用いた磁気分離による鉄粉回収
技術本システムの原理

（a）本システムの磁気分離装置
本システムは図─ 2の装置概要に示すように，重

金属類を含む泥水に鉄粉を混合して撹拌する鉄粉混合
タンクと，泥水から鉄粉を磁力回収する磁気分離装置
の二つから構成される。装置は一体化させることによ

り写真─ 2のように省スペースでの設置が可能であ
る。
磁気分離装置は写真─ 3に示すように超電導磁石

（最大磁場 2.5 テスラ）を用いた装置となっている。
超電導磁石の広範かつ強力な磁場により鉄粉を高効率
で回収できることが本システムの特長である。具体的
なシステムとしては，詳細構造（図─ 2左）に示す
ように，超電導磁石の外側の強い磁場圏内に回転式
メッシュベルト（図中の点線）を設置する。これによ
り，鋼製のメッシュベルト近傍に高勾配磁場が発生す

写真─ 1　鉄粉の外観（JFEミネラル社製）

図─ 1　鉄粉洗浄技術の原理

図─ 2　本システムの装置概要

写真─ 2　本システムの外観

写真─ 3　本システムの磁気分離装置
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る。鉄粉を含む泥水をこのメッシュベルトに接触させ
ると，メッシュベルトが鉄粉を捕捉する。さらにベル
トが回転し，超電導磁石から離れ，磁場が弱まる吸引
回収部に達すると後段の吸引ブロアにより鉄粉が吸引
回収される。
（b）磁場内での鉄粉の捕捉
超電導磁石による鉄粉磁気分離の大きな特長は，従

来の永久磁石を用いたドラム式磁選機のように磁石本
体で磁選するのではなく，広い範囲に発生する高磁場
空間を活かして鋼製の回転式メッシュベルトを磁化さ
せることにより，大量の泥水中から確実かつ連続的に
鉄粉を捕捉・回収できることにある。
磁力線が並行して走る磁場内に，鋼製メッシュが存

在すると磁力線がメッシュに集中する。高い磁力によ
り磁化されたメッシュに鉄粉を含む泥水が通過する
と，磁性の強い鉄粉はメッシュに捕捉され，一方で磁
性の弱い土粒子はメッシュを素通りする。この鉄粉捕
捉のイメージを図─ 3に示す。なお，本磁気分離方
法により最大で 150 m3/h の泥水連続処理を実現して
いる。
（c）鉄粉の繰り返し利用による環境負荷低減
磁気分離装置により回収した鉄粉は鉄粉混合タンク

に再度投入し，再利用される。ただし，鉄粉は使用す
るたびに砒素を吸着する能力が減少する。吸着能力が

低下した鉄粉は砒素を含む産業廃棄物として処分され
るが，実績ではその発生量は浄化対象とする細粒分の
乾燥重量に対して 1 wt％以下と極めて少なく，産業
廃棄物処理の観点で，環境負荷の低い工法であるとい
える。

3．本システムの適用事例

（1）シールド工事への適用
砒素などの自然由来重金属類を含む地盤を泥水シー
ルド工法で掘進する場合には，砒素含有泥水が発生す
る。砒素含有泥水は，通常の泥水シールドでは分級プ
ラントにて，砂分とシルト・粘土分（脱水ケーキ）に
分けられる。この分級された砂および脱水ケーキの分
析値が環境基準値を超過していると，汚染土もしくは
汚染汚泥として場外処分することとなり，コストが増
大するほか，搬出処理先の受入れ容量の逼迫により工
事自体の遅延を引き起こす恐れがある。こうした背景
から，図─ 4に示すように，泥水式シールド工事の
泥水処理プラントに鉄粉洗浄磁気分離装置本システム
を導入し，オンサイトにて泥水中の砒素を浄化できる
ことを茨城県内の泥水シールド工事（φ 2.3 m）で実
証した。
泥水シールド工事での本システムによる処理前およ

図─ 3　磁場内でのメッシュによる鉄粉捕捉のイメージ

図─ 4　泥水式シールド工事における本システムの適用概要
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び処理後の土壌溶出試験結果を表─ 1に示す。処理
前の砒素濃度は基準値を超過している場合がほとんど
であるが，処理後には基準値以下に浄化できている結
果が得られた。このように，鉄粉洗浄技術である本シ
ステムにより砒素を吸着・分離することで，砒素含有
泥水を，シールドの掘進速度に合わせて連続的に浄化

処理することが可能となった。

（2）工場跡地における汚染土壌浄化工事への適用
シールド工事以外では，工場跡地における人為的な
砒素と鉛の汚染土壌について，これまでの水洗いによ
る分級工法では浄化しきれない細粒分に対し，本シス
テムを適用することで，細粒分を含む全ての土砂の浄
化を実現した 2）。ここでは，現場内から掘削した汚染
土壌約 7,000 m3 を対象として，時間当たり 150 m3 の
泥水処理能力のある本システムを付帯した土壌洗浄プ
ラントにより浄化を行った。その結果，約 3ヵ月間で
細粒分を含む掘削土すべてを鉛と砒素について基準値
以下まで浄化し，全量を埋戻し土として再利用するこ
とができた。
前処理の分級洗浄から本システムによる全量再利用
の一連の全体処理フローを図─ 5（分級洗浄プラント
から発生する泥水処理について，従来の分級洗浄にお
けるフローは「従来のフロー」，本システム適用の場

表─ 1　砒素の土壌溶出試験結果

実験日数（日）
泥水中の土の土壌溶出試験
砒素濃度（mg/L）

処理前 処理後
1 0.021 0.001
2 0.008 0.001
3 0.045 0.001
4 0.036 0.005
5 0.033 0.007
6 0.045 0.008
7 0.027 0.006

基準値 0.01

図─ 5　分級洗浄及び本システムの全体処理フロー

表─ 2　本システムによる効果のまとめ
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合は「新しいフロー」に記載）に示す。
本工事における本システムによる効果を表─ 2に
まとめる。全ての汚染土壌を敷地外の土壌浄化施設に
て処理する場合と比べると，これまでの水洗いによる
分級工法であっても大幅に掘削土の有効利用が可能で
ある。しかしながら，当該分級工法では，細粒分は場
外処分となることから，コストメリットの観点で，細
粒分の割合が少ない場合のみに適用が限定されてい
た。また，計画時にボーリングデータなどから対象土
壌の細粒分の割合が低いと想定されていたとしても，
実際の細粒分の割合が計画より多い場合には，実施の
段階で場外処分量が増大し，想定外の処理コストの高
騰や，搬出車両の増加により周辺住民の生活環境に影
響を与えるというリスクがあった。こういった課題に
対して，細粒分も含め掘削土すべてを浄化し，埋め戻
しに利用できる本システムの実用化により，分級工法
の適用範囲が拡大され，また，仮に細粒分の割合が計
画より多かった場合でも，それによる前述のリスクを
低減できるようになった。

4．おわりに

今後予定されている大規模事業において，自然由来
重金属を含む建設発生土が大量に発生する工事には，
オンサイトにて連続的に浄化処理ができる技術のニー
ズがある。これに対して，鉄粉に重金属を吸着させ，
超電導磁石を用いた磁気分離により鉄粉を回収して浄
化する本システム「M・トロン」を開発・検証し，今
後，自然由来重金属を含む地盤におけるシールド工事

や，工場跡地等の浄化工事において，積極的に本シス
テムを提案していく予定である。また，現状，本シス
テムの適用対象物質が，砒素，鉛，カドミウム，フッ
素に限定されることから，対象物質をさらに増やすべ
く改良を重ね，適用範囲の拡大を図る。
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大豆ホエーを用いたバイオレメディエーション技術

田　中　宏　幸・芦　田　　　茂

揮発性有機塩素化合物（VOC）による土壌・地下水汚染に対して行われるバイオレメディエーションは，
微生物の働きを利用した環境浄化技術であり，低コスト・低環境負荷技術として普及が期待されている。
当社は，バイオレメディエーションの浄化促進剤として，大豆食品素材から生成され低利用であった素材
の大豆ホエーを利用したバイオレメディエーション技術を開発した。大豆ホエーは糖質やたんぱく質，ミ
ネラル等を豊富に含み，また従来の薬剤と比較して低コストである。本発表では，本浄化技術の有効性を
評価するためにVOCにより汚染された地下水を対象として実施した，大豆ホエーを用いたバイオレメディ
エーション実証試験について報告する。
キーワード：  バイオレメディエーション，大豆ホエー，揮発性有機化合物質，地下水汚染

1．はじめに

現在，成熟期を迎えつつある土壌地下水汚染の対策
技術は，それぞれの現場では種々の施工上の条件・制
約等をふまえて適切なものが採用されている。そうした
際における課題としては，コスト軽減，処理能力の向上
に加え，持続可能性への対応もあげられる。既に導入
の進む海外での動向に続き，国内においてもそうした検
討 1），2）は取り組まれつつあり，対策工法の選定に際し
た指標としては省エネルギー，生態系への影響，地域
振興等といった様々なものがあげられる。こうした指標
群に含まれているように，資源の有効利用は社会的に
広く要請されている課題としても周知の通りである。
揮発性有機化合物質（VOC）や油分を対象とした

バイオレメディエーションにおいてもこれまでには，
例えば BDF副生成物 3），泡盛蒸留粕 4）あるいはワイ
ンの搾りかす 5）といったような材料に対して浄化促
進剤としての利用の試みがなされている。
上記のような背景から当社は，食品産業のプロセス

上に副生される大豆ホエーに着目し，バイオレメディ
エーションの浄化促進剤としての適用効果の確認を
行ったので，その結果について紹介する。

2．実施方法

（1）大豆ホエー
本試験に用いた大豆ホエー（写真─ 1）は，分離大

豆たんぱくを製造する工程において豆乳を酸沈・分離
する際に生じる上澄み液であり，濃縮することで褐色
の液体となる。これは，水と容易に混和できるため，
溶液の調製が容易という性状を有している。なお，本
検討の対象とした大豆ホエーは，加熱濃縮されている
ため，栄養価や保存性が高く，一般的なホエーの性質
とは異なったものである。また，これまで産業上の利
用としては飼料用途などに限られていた。
濃縮した大豆ホエーの成分は，季節的変動などがあ
るものの，上澄みに残留した固形分はおおむね 350 ～
450 g/L で，たんぱく質 60 ～ 80 g/L，炭水化物 200
～ 250 g/L，灰分 50 ～ 100 g/L 等を含有している。
また，全窒素を約 11,000 mg/L，全リンを約 3,000 
mg/L 含むため，揮発性有機化合物質（VOC）や油分
を分解する微生物の栄養源としての活用が期待でき

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策

写真─ 1　大豆ホエーの外観
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る。pHは3.3～4.3の酸性で，糖度は26％以上である。
なお，土壌汚染対策法で指定されている特定有害物質
については，分析の結果，定量下限値未満であった。
上記のような性質から，天然由来成分による浄化促

進剤という新たな活用効果を検討するに至った。

（2）試験対象地
実証試験の対象地（以下，サイト）において実施し

た地下水の事前調査によると，トリクロロエチレン（以
下，TCE）およびシス -1,2- ジクロロエチレン（以下，
c1,2DCE）が土壌汚染対策法に係る指定基準（以下，
基準値）を超過していた。サイトにおいては，過去に
有機溶剤等が使用された記録はなく，また，VOCの
土壌溶出量が定量下限値未満であったことより，地下
水のVOC汚染は敷地外からの汚染だと考えられる。
サイトの断面図及び平面図を図─ 1に示す。サイ
ト内の地質はGL 0 ～－2.3 m が盛土層，GL－2.3 ～－
4.5 m が粘土層（以下，不透水層），GL－4.5 ～－7.8 
m が砂礫層（以下，帯水層），GL－7.8 m 以深が不透
水層である。事前の地下水調査によると，帯水層の透
水係数が 10－ 1 ～ 10－ 2 cm/sec，動水勾配が 0.7％，
および地下水位が約 GL－4 m であり，帯水層内の地
下水の流速は 0.1 ～ 1 m/day と推定された。

（3）現地試験
現場における大豆ホエーを用いたバイオレメディ

エーションの適用効果を評価するため，次のような仕
様で実証試験を行った。前述の通りサイト内の地下水
流は速く，注入した大豆ホエーの滞留時間を十分に確

保できない可能性があったため，M-1 の下流側 10.7 
m の位置に，L＝ 8.0 m の鋼矢板をオーガー併用圧入
工法で打設し，4 m× 4 mの注入エリアを設置した。
注入エリアの中心にφ＝ 50 mm，L ＝ 7.5 m の観測
井戸M-2 を 1 地点，大豆ホエーが均等に注入される
ようにφ＝ 40 mm，L ＝ 7.5 m のダブルパッカー注
入用の注入井戸DP-1 ～ DP-4 を M-2 の周りに 4地点
設置した。井戸設置の際，上部の非汚染層への地下水
および大豆ホエーの流入を防ぐため，遮水材（セメン
トベントナイト）を GL－2.3 ～－4.5 m に存在する不
透水層のボーリング貫通箇所に充填した。
大豆ホエーの注入条件を表─ 1に示す。注入物質

は浄化促進剤の大豆ホエー，中和剤の炭酸水素ナトリ
ウム（以下，NaHCO3）およびトレーサーの臭化カリ
ウム（以下，KBr）の 3つであり，上水に混合しダブ
ルパッカー工法を用いて注入を行った。実証試験では
1回目の注入から約 50 日後にTOCが減少したため，
追加で 2回目の注入を行った。1回目の注入量は，注
入によるVOCの希釈を懸念し 1.5 m3 とし，2回目で
は 1回目の注入によるVOCの希釈が確認されなかっ
たため 3.0 m3 を注入した。

注入エリア内の観測井戸M-2 および比較対象とし
て注入エリアの地下水上流側にある観測井戸M-1 の 2
地点において，モニタリングを 1～ 3回／週の頻度で
行った。実証試験では地下水の VOC 濃度，VOC 分
解性微生物の活性に影響する地下水と注入水の pHお
よび酸化還元電位（以下，ORP），注入溶液の移流分
散を把握するトレーサーとして臭化物イオン濃度（以
下，Br－）および微生物の栄養の指標としてTOCを
分析した。対象とするVOCはテトラクロロエチレン
（以下，PCE），TCE，c1,2DCE およびクロロエチレ
ン（以下，VC）とし，同時に最終生成物のエチレン
を分析した。VOC濃度の分析はガスクロマトグラフ
質量分析（GC/MS），エチレンの分析はガスクロマト
グラフ／水素炎イオン化型検出器（GC-FID）で行っ
た。pHおよび Br－はガラス電極法，ORPは白金電極
を用いた複合電極，TOCは燃焼触媒酸化方式で分析図─ 1　実証試験サイトの断面図及び平面図

表─ 1　実証試験における注入物質

項目
注入条件

備考
1回目 2回目

注入量 1.5 m3 3.0 m3

注入物質
大豆ホエー 60 g/L 60 g/L 浄化促進剤
NaHCO3 36 g/L 36 g/L 中和剤
KBr   9 g/L   9 g/L トレーサー
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を行った。また，大豆ホエー注入によるVOC分解性
微生物の増加を把握するため，注入前およびVOCの
低減確認後にM-1およびM-2におけるDehalococcoides
属細菌群の 16S rRNA，bvc A および vcr A を定量
PCR法により分析した。

3．結果及び考察

（1）VOC

地下水中のVOC濃度を図─ 2に示す。注入エリア
の上流側（以下，上流エリア）のM-1 では，TCEは
指定基準 0.03 mg/L 前後，c1,2DCE は 0.2 mg/L 前後
で推移していた。一方，注入エリアのM-2 では注入
後 25 日目からTCEが，50 日目から c1,2DCE が低減
し始めた。それに伴い，VC，エチレンが順次，増加
した。大豆ホエーの注入は 100 日目にも再度，実施し
ているが，その後にVCは一時的に上昇した後で 150
日目に指定基準まで低減した。
2回目の注入以降，VCの低減にかかわらず，エチ

レンの上昇は確認できなかったが，その要因として
は，有機分の供給によってメタンや二酸化炭素のガス
発生が活発化に伴うエチレンの系外への拡散の促進化
があげられる。

（2）臭化物イオン（Br－）及び全有機炭素（TOC）
トレーサーとして注入水に溶解させた臭化物イオン
の影響については，上流エリアのM-1 では変化はみ
られず，注入エリアのM-2 では注入直後に 1,000 mg/
L 程に高まった後，1/2 程度に低下し横ばい状態で推
移した（図─ 3）。これは，注入時の注入井戸から観
測井戸への短絡流の発生と，その後の注入水の分散に
よる均一化の過程，ならびに，封じ込められた空間に
おける地下水の著しい出入りの生じなかったことを示
唆している。
TOCは大豆ホエーの指標となるが，注入に伴い1,000 
mg/L まで上昇した後，50 日目で 1/10 程度になる速
度で減少が確認された（図─ 4）。上流エリアのM-1
では僅かな上下を繰り返しながらもこうした傾向は確
認されなかった。上記の結果より，注入エリアでは
VOCの嫌気的分解に必要な有機分が供給されていた
と示唆される。

（3）Dehalococcoides属細菌群の遺伝子量
DCE や VCの嫌気的な分解に関与する微生物とし
て知られているDehalococcoides 属細菌群の遺伝的保
存領域（16S rRNA），DCE から VCへの分解に関与
する遺伝子 bvc A，あるいは，DCE からエチレンへ
の分解遺伝子 vcr A について，注入前後で比較した結
果を表─ 2に示す。
これによると，上流エリアのM-1 では顕著な増減
はないものの，注入エリアのM-2 では VCが指定基
準まで低減した時期に該当する 154 日目ではいずれで
も増加が確認できる。vcr A に比して bvc A の増加が
小さいが明確な要因は明らかではないが，16S rRNA
と vrc A では有意と評価できる。したがって，これら図─ 2　地下水中のVOC濃度

（1）M-1（上流エリア）

（2）M-2（注入エリア）

図─ 4　地下水中の TOC濃度

図─ 3　地下水中のBr－1 濃度
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の結果は，VOCの低減が嫌気的な微生物分解による
ものと裏づけられる。
なお，平均水温は約20℃，注入後のpHは中性付近，

ORPについては－100 mV以下まで低下が確認されて
おり，嫌気性微生物の生息に適した環境条件は維持さ
れていた。

4．おわりに

本試験の結果を以下に整理する。
① 大豆ホエー溶液を鋼矢板で封じ込めた帯水層に注
入した結果，地下水中の c1,2DCE を中心とした
VOCの低減が確認できた。
② 指定基準の約 8 倍の c1,2DCE は 6 ヶ月で VC の
指定基準以下まで低減した。

③ エチレンの生成，Dehalococcoides 属細菌群の増
殖が確認されたため，嫌気的な微生物分解の関与
が示唆された。

以上から，食品産業のプロセス上に副生される大豆
ホエーは，土壌汚染対策の分野における資源循環型の
バイオレメディエーションの浄化促進剤として活用可
能であることが評価できた。
今後は，商品化に向けた検討，汚染土壌浄化分野に
おける持続可能な取り組みを進めていく所存である。
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表─ 2　地下水中のVOC分解微生物量

項目

遺伝子量（copies/mL）

M-1 M-2

0 日
（注入前）

154 日
（VOC低減
確認後）

0日
（注入前）

154 日
（VOC低減
確認後）

Dehalococcoides
属細菌 16S rRNA

遺伝子
7.3×100 3.5×101 6.3×100 6.3×103

Dehalococcoides
属細菌 bvcA
遺伝子

＜2.0×100 4.0×100 ＜2.0×100 6.7×101

Dehalococcoides
属細菌 vcrA
遺伝子

3.8×100 1.8×101 3.3×100 2.5×103
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オフロード法適合車の開発
トンネルずり出し用重ダンプトラックの紹介

宮　下　　　哲・前　崎　純　一・村　田　貴　大

国土交通省では建設施工において，機械化施工が大気環境に与える負荷の軽減を目的として，排出ガス
性能の良い建設機械の普及促進及び排出ガス対策を実施し，排出ガス基準値を満たした建設機械を指定す
る制度を平成 3年度より行っており，国土交通省が発注する工事において指定機械の使用が進められてき
た。平成 18 年度からはオフロード法によって，公道を走行しない建設機械を対象に排出ガス規制が行わ
れている。
排出ガス対策型建設機械指定要領における排ガスの規制基準値は 1次基準から 4次最終基準へと段階的
に環境への負荷軽減措置が取られてきたが，これまで規制基準値に適合した装備機関定格出力 130 kW以
上のトンネル用オフロード重ダンプトラックMDT30 シリーズ（以下「本シリーズ」という）を順次開発
してきており，2018 年度には 2014 年基準（4次最終規制基準）に適合した山岳トンネル工事ズリ出しお
よび鉱山鉱石運搬用の本シリーズE4f 型（以下「本型式」という）を開発した。
本報文ではその本シリーズの開発の経緯および本型式の特徴について詳述する。
キーワード：NOx，Tier4 エンジン，DPF，尿素 SCRシステム，小旋回

1．はじめに

国土交通省が認める，排出ガス対策された定格出力
130 kW以上の建設機械の排出ガス規制値は第 1次，
第 2次，第 3次，第 4次暫定，第 4次最終規制と段階
的に施行されてきており，環境対策として 3次規制ま
では炭化水素，窒素酸化物，一酸化炭素，粒子状物質，
黒鉛濃度が，4次規制より炭化水素に代わり非メタン
炭化水素が規制されてきた。
また，4次最終規制では黒鉛濃度の測定方法を黒鉛

測定器からオパシメータによる黒鉛測定に改訂されて
いる。

その規制値，施行時期，本シリーズの開発時期およ
び本シリーズの対応状況の推移を表─ 1に示す。

2．本シリーズ生産の経緯

このシリーズは三井造船アイムコ㈱（㈱三井 E&S
パワーシステムズ）が製造販売していたトンネルずり
出し用重ダンプトラックの製造を当社が引き受けるよ
うになったことがきっかけである。
昭和 49 年（1974 年）設立の三井造船アイムコ㈱（㈱

三井E&Sパワーシステムズ）製ダンプトラックME985-
T20E（排気ガス規制 1次）が，鉱山，トンネル工事で

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策

表─ 1　定格出力 130kW以上の建設機械の排出ガス規制値および本シリーズの対応状況

基準 施行時期
HC・
NMHC

（g/kW・h）

NOx
（g/kW・h）

CO
（g/kW・h）

PM
（g/kW・h）

黒鉛
（%）

対応
型式

開発
時期

導入
台数

1次 1996 年 10 月 1.3 9.6 5.0 50 E，E1 1999 年   8 月 40
2 次 2003 年 10 月 1.0 6.0 3.5 0.2 40 E2 2005 年 11 月 30
3 次 2006 年 10 月 0.4 3.6 3.5 0.17 25

4 次暫定 2011 年 10 月 0.19※ 1 2.0 3.5 0.02 25 E4i 2014 年   9 月 20
4 次最終 2014 年 10 月 0.19※ 1 0.4 3.5 0.02 0.5※ 2 E4f 2018 年   9 月
HC：炭化水素，NMHC：非メタン炭化水素，NOx：窒素酸化物，CO：一酸化炭素，PM：粒子状物質
※ 1：非メタン炭化水素（NMHC）規制値
※ 2：オパシメータによる光吸収係数測定値　単位はm－1
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のズリ運搬として国内にて製造・販売された。
その後，T20-ⅢE（D），T25CE，T25DE，T20-ⅢE

（C），ME985-T15E，とシリーズ化され国内で販売さ
れてきた。
当社が関わったのは，平成 2年（1990 年），三井造
船アイムコ㈱の設計でT35 型，T250 型の鉱山仕様，
地下発電所工事用の大型ダンプトラック約 40台を計画
する中でその製作の依頼を受けたのがきっかけである。
平成 4年，厳しい坑内環境での使用に耐えられるよう

に品質向上，ズリ運搬量の増加，運搬時間短縮を狙い，
T25型をベースにT30E型の開発を当社と共同で進める
ことになった。設計は三井造船アイムコ㈱，製作は当社
が請負い，本格的な共同での開発，生産が始まった。
その後平成 10 年（1998 年）に三井造船アイムコ㈱

との協議により，製造権のすべてが当社に委ねられ，
当社での設計・製造が開始された。
T30 型（1 次規制エンジン搭載）は，当社でMDT 
30E1 の新名称で 1999 年 8 月に 1 号機が完成し 40 台
を市場に投入した（写真─ 1）。

平成 17 年（2005 年 11 月），2 次規制エンジン搭載
の E2 型を開発，平成 24 年（2012 年），2011 年度規
制エンジン搭載のE4i 型を開発，平成 26 年（2014 年）
から販売を開始した（写真─ 2，3）。
2018 年，4 次ファイナル（2014 年度規制エンジン

搭載）の新型ダンプトラックの開発が終わり，量産機
の生産へと移行している。
その後本シリーズの製造販売業務を譲り受け当社の

ブランドとして開発，販売を行ってきている。
シリーズには表─ 1に示す通り，1 次規制対応の
E，E1 型，二次規制対応の E2 型，4 次暫定規制対応
のE4i 型，そして 4次最終規制対応のE4f 型と 5タイ
プを開発，製造販売してきた（写真─ 4）。

3．4次規制適合車の開発

E4i 型は 4 次暫定基準の 2011 年基準適合車として
生産し，市場投入している製品であったが 2014 年の
4次最終基準の規制開始後の継続生産車経過措置期間
23 か月をもって生産を停止し，併せて 4次最終規制適
合車の開発を開始した。
排出ガス基準車開発の第 1ステップとしては，基準

写真─ 1　シリーズE1型

写真─ 2　シリーズE2型

写真─ 3　シリーズE4i 型

写真─ 4　シリーズE4f 型
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適合エンジンの選定となる。
エンジンメーカーでは排気ガス規制値強化に順次対

応するため，コモンレール式燃料噴射システムでの噴
射燃料の高圧細微化によるPM抑制，噴射タイミング
適正化によるNox抑制，EGR（排気ガス再循環）によ
るNox低減，DOC（ディーゼル酸化触媒）による有害
物質の分解，DPF（ディーゼル微粒子フィルター）に
よる微粒子の低減等の方式がとられてきた。
2014 年基準の規制強化におけるNox 値大幅低減へ

対応するには，上記方式に加えて尿素 SCR（選択触
媒還元）システムが必須であった。
DPF＋尿素 SCR システムは排気ガス後処理装置と

して，エンジン制御と統合的に管理され，各種センサー
により高度に監視，運用されるシステムであり，車両
への搭載条件は厳密に定められており，搭載評価も確
実に行う必要がある。
また，尿素水の凍結温度は－11 ℃であるため，尿

素タンクへのエンジン冷却水循環，熱線ヒーターによ
る尿素ホースの保温による凍結対策が必要となる。
本シリーズはトンネル工事のずり出しを主目的とし

ている事から，車両は極力コンパクトとすることによ
り小旋回性を持たせた上で，十分な積載量を運搬でき
る車体構造が市場から要求されてきた。
排気ガス後処理装置の各機器増加のレイアウトにお

いては，メンテナンス性も考慮した上での設計に注意
しながら，既存シリーズ車両と同サイズとする事に配
慮した（図─ 1）。
なお，尿素 SCR システム構成品（本体＋尿素タン

ク＋供給ポンプ等）の車載装置追加による重量増加要
素もあったが，各部材などの設計の見直しにより既存
車両と同じ積載重量を確保した。
2018 年 5 月には既存の E4i 型機をベースに E4f 型

試作機を完成させ，当協会の施工技術総合研究所のテ
ストコースおよび外周周回路での試験走行および評価
を行った（写真─ 5，6，表─ 2，図─ 2）。

図─ 1　排ガス対策機器レイアウト

写真─ 5　テストコース走行テスト状況

写真─ 6　登坂能力確認

表─ 2　主要諸元
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4．本シリーズの特徴

同クラス車両に比べ，小回りの優位性があり，狭い
坑内でも小旋回半径により運用が容易である。また空
車時には後方車輪を持ち上げる事でより小旋回半径を
得る事が出来る機構としている（図─ 3）。
オペレーターの運転時の負担を軽減するため，ロー

ドセンシング油圧機構による軽いハンドリング操作を
可能にするとともに，エンジン ECUと通信する事に
より，負荷状態をセンシングした，スムーズなシフト
チェンジ可能なトランスミッションを搭載した。
また，オペレーターシートはエア－サスペンション

式からスプリング式に変更する事により不必要な揺れ
を低減している。
オペレータモニターは，4.3 インチから 7.0 インチ

へ大型化する事によりモニター上で，車速，エンジン
回転数，エンジン負荷が確認出来ると共に，DPF の
処理状況を確認する事が出来るシステムとした。

また，タコグラフの機能も有しており，運転履歴を
記録する事が可能で施工管理データーの蓄積も可能と
している。
走行時の安全を向上させるため，バックモニターは
7.0 インチとし後方視界の確保を良好にしている。
パーキングスイッチはプシュプル方式からロッカー
スイッチ式（ランプ式）に変更する事により，「走行」
「駐車」状態をより分かりやすくした。
高張力鋼製ベッセルを採用する事により，耐久性と
運搬性を確保した。
中間 4 次対応エンジンと比較して，DOC（Diesel 
Oxidation Catalyst），DPF（Diesel Particulate Filter
に加え SCR（Selective Catalytic Reduction）触媒を
設ける事によりNOxを規制前の 20％に低減する事を
可能とした（80％低減した）。
また，従来機はDPF再生車両を停止して行う必要
があったが，稼働率の改善のため走行中に再生処理で
きる形式のものを採用した。

5．おわりに

延長 2,000 m 未満のトンネルでも施工スピードの向
上およびトンネル坑内の環境，安全確保のため延伸型
のベルトコンベアの採用が増えつつある。
ただし，トンネルずり出し用重ダンプトラックはト
ンネル掘削の多様な条件への適応性が高く，これから
も利用されていくと思われる。
排出ガス4次最終規制対応車を完成させたことにより

今後のトンネルの施工に貢献できるものと考えている。
 

図─ 2　全体組立図

図─ 3　車軸リフト装置

村田　貴大（むらた　たかひろ）
㈱前田製作所
産業機械本部　技術部　設計 1課

前崎　純一（まえざき　じゅんいち）
㈱前田製作所
産業機械本部　技術部　設計 1課
課長

［筆者紹介］
宮下　哲（みやした　さとし）
㈱前田製作所
産業機械本部　技術部
部長
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フィールドビューモニタ「FVM2」周囲監視装置

加　藤　英　彦・清　田　芳　永

当社は油圧ショベルオペレータの周囲安全確認をサポートするシステム（Field View Monitor；以下
FVMと表記）（以下「従来システム」という）を住友重機械工業㈱と共同で開発し，油圧ショベル
LEGEST5 型シリーズ（SH120-5/SH200-5/SH240-5）のオプション装置として 2011 年夏に発売した。従来
システムは油圧ショベルの後方・右側方・左側方に向けて搭載された 3つのカメラの映像を加工・合成し，
機械の真上から見たような鳥瞰図の形で表示するシステムである。
機械の周囲をひと目でチェックすることができる従来システムは，お客様より高い評価をいただいたの

で，2012 年に発売した 6型シリーズからは，全機種で標準装備とした。
2018 年に従来システムを更に進化させた「お知らせ機能付 周囲監視装置（FVM2）（以下「本システム」

という）」を同様に共同で開発し，オフロード法 2014 年基準適合の油圧ショベル 7型シリーズ（SH120-7/
SH200-7/ SH125X-7/SH135X-7/SH235X-7） に標準装備として搭載したので，本システムについてここで
紹介する。
キーワード：  周囲監視装置，安全性，画像認識

1．はじめに

我が国の建設業における労働災害発生状況の推移を
見てみると，長期的には減少傾向にあるものの，直近
では下げ止まりとなっている傾向がみられ，平成 29
年においても 323 人の人命が失われている状況である
（建設労働災害防止協会HP内の労働災害統計資料よ
り）。この建設業における死亡事故の原因として，墜落・
自動車に次いで多いのが，建設機械等による災害であ
る。建設機械等による災害の中には，衝突・挟まれ・
轢かれの様な建設機械と人の接触による事故が含まれ
ている。油圧ショベルの場合，機械の近くで別の作業
員が作業していることが多く，さらに機械が大きいた
め機械の周囲に人がいてもオペレータが気づきにくい
ということから，衝突・挟まれ・轢かれという事故が
起こりやすい。この様な接触事故を防ぐためには，油
圧ショベルのオペレータが機械の周囲確認を簡単・確
実に行える様にすることが必要である。そこで，機械
周囲の状況がひと目で確認できる従来システムを開発
し，油圧ショベルに搭載してきた（図─ 1）。
このシステムを搭載することでオペレータは機械周

囲の状況を簡単に確認できる様になったが，従来シス
テムは，オペレータが機械を操作する前に画面を見る
ことが前提となっており，うっかり画面を見ないで機

械を操作してしまうことまでは防げないのが課題と
なっていた。この課題を克服する為に開発したのが，
お知らせ機能付 周囲監視装置の本システムである。

2．概要

本システムは，油圧ショベルに搭載されたカメラの
映像の中に人らしい形があるかどうかを解析し，周囲
に人らしい形があると判断した場合に，映像と音で 
“お知らせ”することによってオペレータの周囲安全
確認をサポートするシステムであり，機械からの距離
に応じて 2段階のお知らせを行うようにしている（図

図─ 1　従来システム表示画像

特集＞＞＞　地球温暖化対策，環境対策
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─ 2）。
①機械周囲約 2 m以内と判断した場合
・映像：カメラ表示に赤色枠を重畳表示する。
・音　：ピピッ！ピピッ！…と連続吹鳴する。
②機械周囲約 2 m～約 4 mの範囲と判断した場合
・映像：カメラ表示に黄色枠を重畳表示する。
・音　： ピピッ！と 1回だけ吹鳴する。
本システムは従来のシステムと同様，3つのカメラ

映像を合成した鳥瞰表示，カメラの映像をそのまま表
示するスルー表示が可能であり，稼働現場の環境やオ
ペレータの好みに合わせて表示方法を自由に切り替え
ることができる。鳥瞰表示の場合，人らしい形の足下
を中心に正方形の枠を表示する（図─ 3）。スルー表
示の場合は，人らしい形を囲む形での枠を表示する（図
─ 4）。

3．特徴

本システムは，油圧ショベルに特化した周囲安全確
認サポートシステムとして，下記の様な特徴を持たせ
ている。

（1）コストを低減したことによる標準装備化
周囲の状況を検知する手段として，自動車の自動ブ
レーキ機能ではミリ波レーダ・ステレオカメラ等，対
象物の距離を検出する機器が使用されている。自動車
の自動ブレーキ機能の場合，車体前方の狭い範囲のみ
検知できれば良いが，油圧ショベルの場合は，上部旋
回体が 360°自由に回転する為，検知しなければなら
ない範囲が圧倒的に広い。その為，自動車と同じこと
をする場合，多数の距離検出センサを搭載する必要が
あり，非常に大きなコストがかかってしまう。
本システムは，元々標準搭載されている 3つの単眼
カメラの映像のみを用いることでコストアップを最小
限に抑え，標準装備化を実現している。国内の油圧ショ
ベルはレンタル機など一つの機械が様々な現場で使わ
れるケースが多い。標準装備とすることで，現場に合
わせて使いたいときに本機能を使うことができる。

（2） 人・モノを切り分け“人らしい形”のみお知らせ
油圧ショベルの稼働現場には，周囲に資材などが置
かれていることも多く，障害物や壁などに反応してし
まうと，通常の作業に支障が出てしまう。本システム
は，3つのカメラの映像の中に人らしい形があるかど
うかを解析するシステムであり，可能な限り人以外の
障害物では作動しない様にして，使い勝手の向上を
図っている。また，人らしい形があると判断した位置
をカメラ映像に重畳表示することで，お知らせ機能が
作動した場合に，どこに人らしい形があるかひと目で
確認できる様にしている。

（3）複数カメラ映像の同時解析
本システムは，油圧ショベルに搭載されている 3つ

のカメラ（後方，右側方，左側方）の映像を並行処理
で解析することによって 3方向同時にお知らせ機能を
使える様にしている。また，一つのカメラあたり最大
3つの赤色枠（約 2 m以内）と最大 3つの黄色枠（約
2 m～約 4 m）を表示できる様にしているので，機械
の周囲に複数の人らしい形がある場合にも対応できる。

（4）超高感度WDR-CMOSカメラ採用
本システムは，油圧ショベルに搭載されている単眼

図─ 2　本システム表示イメージ

図─ 3　鳥瞰表示の場合の枠表示

図─ 4　カメラスルー表示の場合の枠表示
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カメラの映像情報のみで画像解析を行うシステムであ
る。その為，カメラ自体の性能が解析結果に大きく影
響する。従来のカメラの場合，イメージセンサのダイ
ナミックレンジ性能の制限により，映像の中に明るい
光源がある様な場合，暗い部分が黒く潰れてしまい映
像の解析が困難となってしまう（図─ 5）。
油圧ショベルは屋外で使用される機械なので太陽光

の影響は避けられない。日陰などが黒く潰れた映像に
なると画像の解析が困難となる。その為，多重露光技
術を用いてダイナミックレンジ性能を大幅に向上した
WDRカメラを新規に開発した。このWDRカメラは，
逆光の時でも暗い部分が黒く潰れてしまうことが無い
高いダイナミックレンジ性能を確保するとともに，従
来の高感度カメラよりも更に感度が向上しており，昼
間から夜間まで良好な視認性を確保している（図─6）。

（5）視認性を大幅に向上させた新型モニター搭載
本システムによってオペレータがモニタ画面を確認

する機会が多くなったことにより，モニタの視認性が以
前にも増して重要となっている。油圧ショベルは，屋外
で作業することが殆どであり，運転室のガラス面積も広
いことでモニタ画面が直射日光に晒される場面が多い。

従来構造の液晶モニターは，直射日光があたると日
光の反射により視認性が大幅に低下してしまう問題が
あった（図─ 7）。そこで 7型シリーズでは，グラス
ボンディング構造を採用した新型液晶モニターを開発
し搭載している。グラスボンディングとは，モニター
の液晶パネルと保護ガラスの間を樹脂で埋めることで
空気層を無くし，光の反射を大幅に低減させる技術で
ある（図─ 8）。新型モニターでは，更に，広視野角・
高輝度の液晶パネルやアンチグレア処理を施した保護
ガラスを採用することで，日中の視認性大幅向上を達
成している。

4．開発目標

開発にあたっては，以下を目標とした。
①画像認識のみによる人らしさ評価
② 3方向のカメラ画像を毎秒 10 回以上認識
③小型で安価な車載装置
高価な 3Dセンサなどを用いず単眼カメラのみによ
りローコストで簡便なシステム構成としながら，従来
システムの合成画像がカバーする範囲全体を画像認識
する事が目的である。本稿ではこれらを実現するにあ
たっての技術課題と解決方策，および実際の動作事例
を紹介する。

5．技術課題と解決方策

（1）画像認識による人らしさ評価
課題①　画像上での人の見かけ変化
背景と服装の色のコントラスト，上半身と下半身で
色が異なる服装，携行品，カメラに対する位置や向き，

図─ 5　従来のカメラ映像

図─ 6　WDR-CMOSカメラ映像

図─ 7　従来の構造

図─ 8　グラスボンディング構造
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ポーズなど，画像上の人の見かけは多様に変化する。
また，人の身長よりも高い油圧ショベルの車体上面に
カメラを設置するため，人がカメラに接近した場合と
離れた場合では，像の大きさだけでなく，頭と体の像
の比率など見かけが大きく変化する。画像の例を図─
9に示す。本開発では認識する人を歩行者に限定した
が，それでもあらゆる見かけ変化を想定して人らしさ
を数値化するアルゴリズムの手動設計は困難である。
課題②　広角カメラ画像の歪み
後方カメラと側方カメラの境界部も隙間無くカバー

するために広角カメラを採用し，車体のごく近傍から
遠方までをカバーするために斜め下向きに設置してい
る。これにより視野の左右端では物体の像が傾いて映
り，視野の下端には車体の像が映りこむ場合がある。
画像の例を図─ 10に示す。人らしさを評価するため
に像を囲む注目領域を設定すると，一部が画像範囲外
や車体の像に及び，画像情報が欠損する。
目標①の，画像認識のみによる人らしさ評価を達成

するには，これらの技術課題を解決する必要がある。
本開発では機械学習による評価モデルを採用した。
機械学習で人らしさの評価モデルを獲得するために

は，人とそれ以外の正解を付与した大量の教師画像が
必要である。そこで油圧ショベルの使用現場を模擬し
た環境にレーザーセンサとカメラを設置し，レーザー

センサで人の位置を計測しながらカメラ画像を収集し
た。そして人の位置の計測結果に基づき，カメラ画像
上に注目領域を設定し，画像を切り出してデータベー
スに格納した。このとき，カメラに対する人の位置，
撮影日時，背景や天候，注目領域が画像範囲外や車体
の像に及んだ範囲，切り出し元のカメラ画像もあわせ
てデータベースに格納した。
このデータベースから，カメラからの距離がごく近
い範囲とそれ以外の範囲に分けてサンプルを無作為に
抽出し，さらに画像範囲外の画素や車体の像にかかっ
た画素の割合が大きいサンプルを除外して人の教師画
像とした。画像範囲外の画素や車体の像を，人らしさ
の特徴として学習させないためである。なお人以外の
教師画像は，人が映っていない画像に任意の注目領域
を設定し，無作為に抽出したものである。
人の教師画像の収録にあたっては服装や背景の組合
せを増やすよう心がけたが限度がある。そこで，機械
学習の前処理として輝度勾配方向の分布に基づく特徴
ベクトル変換を行い，それを 84 分割した部分特徴ベ
クトルごとに正規化することで，背景と服装のコント
ラスト，上半身と下半身で色が異なる服装などの影響
を受けにくくした。機械学習は，正規化した部分特徴
ベクトルを選択して最大 99 回のロジスティック回帰
を行うアンサンブル学習である。

（2）画像認識処理と全体構成
課題③　画像認識処理サイクルの高速化と安定化
計算回数が多い画像認識処理を安定した時間サイク
ルで実行し続ける必要がある。FPGAでハード化し
て処理時間のばらつきを低減するが，ローコストな
FPGAでは乗算器や内部メモリなどのリソース制限
が厳しい。
課題④　注目領域の高密度な配置
人らしさを評価する注目領域は，検出範囲を限定し
てもカメラ 1台あたり数千箇所必要である。だがこれ
らの全てについて人らしさを評価すると，計算量が多
すぎて目標処理周期を達成できない。
目標②の 3方向のカメラ画像で毎秒 10 回以上認識
を達成するには，これらの技術課題を解決しなければ
ならない。本開発では図─ 11に示す構成を採用した。
注目領域は，カメラに対する人の位置ごとに，画像
上で人を囲む矩形を予め計算したものである。
画像認識処理は，カメラ画像から抽出したグレース
ケール画像を入力し，人らしいと判断した注目領域の
情報を出力する FPGA モジュールである。3 台のカ
メラからの画像を時分割で入力して FPGAモジュー

図─ 9　画像上の人の見かけ変化

図─ 10　視野の端での画素欠落
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表─ 1　システムの概略仕様

カメラ画像入力 信号形式 NTSC

画像合成出力 信号形式 NTSC

トラッキング出力 通信方式 CAN

プログラマブル SoC

CPU デュアルコア 800 MHz

RAM 2048 MB DDR3L SDRAM

画像合成処理メモリ 64 Mbit SDR-SDRAM

車載ユニット 外形寸法［mm］ 215 × 128 × 36

ルを共有する事で，FPGAリソースの消費を削減し
た。注目領域スクリーニング処理，注目領域切出し処
理，人らしさ評価処理を備える。
注目領域スクリーニング処理は，視野内の注目領域

を全て入力し，注目領域を切り出す事無く，簡易な画
像認識で候補を絞り込む。ここでの画像認識は，注目
領域に人らしい像があると仮定して，頭部に相当する
領域のみを輝度分布に基づき特徴ベクトル変換し，機
械学習モデルで評価する。機械学習モデルは，軽量な
ランダムフォレストである。
注目領域切出し処理は，注目領域スクリーニング処

理が絞り込んだ注目領域内の画素を抽出し，大きさを
統一した部分画像に正規化する。
人らしさ評価処理は，注目領域切出し処理が生成し

た部分画像に対し，人らしさ評価モデルを適用し，閾
値と比較して人らしいかどうかを判定する。
トラッキング処理は，画像認識処理が人らしいと判

定した注目領域の位置，時刻，およびカメラ IDを入
力し，人の移動とカメラの移動の想定範囲内で人らし
さ判定の継続性を評価し，人らしさ判定継続中の対象
の位置情報を出力するソフトウェアである。出力する
位置情報は対象を囲む矩形であるが，前述の注目領域
とは異なるようにあらかじめ計算したものであり，視
野の端や移動中の人もうまく囲むことができる。ま
た，対象が複数のカメラの視野をまたいで移動する場
合を想定し，隣接するカメラ間で対象の情報を共有す
る機能を備える。さらには，対象が複数ある場合に，
各カメラからの距離が近い順に選択する機能を備え
る。ヒストグラムフィルタを応用した軽量なアルゴリ
ズムで，ソフトウェア処理でも全体の画像認識サイク
ルに影響を与えない。

（3）システム構成とハードウェア
課題⑤　基板面積の縮小
従来機能の画像合成モジュール，前述の画像認識処

理モジュールを実行する FPGAと，前述のトラッキ
ングソフトウェアを実行する CPUを，それぞれ個別
に搭載すると基板面積が拡大して高価になり，装置外
形も大きくなり車載しづらくなる。
目標③の小型で安価な車載装置を達成するには，こ
の技術課題を解決しなければならない。本開発では図
─ 12に示す構成を採用した。構成の概略仕様を表─
1に示す。
プログラマブル SoC は，FPGA部と，CPUおよび
各種ペリフェラルインターフェースを有するマイコン
部を，同一チップ内に納めたものである。
FPGA部には，画像合成モジュール及びそれを制御

するモジュール，画像認識モジュール及びそこにグ

図─ 11　画像認識処理の全体構成

図─ 12　プログラマブルSoCを用いたシステム化
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レースケール画像を供給する画像取得モジュールを一
体化した。マイコン部には，画像取得モジュールを呼
び出すソフトウェア，トラッキングソフトウェア，お
よび，各FPGAモジュールやソフトウェアを設定，調
整するメンテナンスソフトウェアをインストールした。

6．動作の事例

図─ 13では，カメラに対する人の向きや距離，服
装や背景の種類が様々である場合のトラッキング出力
をモニター表示した事例である。画像上での見かけの
変化によらず，人らしい像があればモニター表示でき
ている事がわかる。
図─ 14では，油圧ショベルの周辺に概ね格子状の
検査位置を設定し，各検査位置に一定の滞留時間で人
を立たせ，その時のトラッキング出力の頻度を濃淡画
像にしたものである。色が明るい点ほど連続して人ら
しいと判定し続けた事を意味する。隣接カメラ間の境
界部，油圧ショベルのごく近傍を含め，隙間なく人ら
しい像をトラッキングできている事がわかる。
図─ 15では，隣接カメラ間の境界部に沿って人を

歩行接近させた時のトラッキング出力をモニター表示

した事例である。広角カメラの画像歪みに対応し，視
野の端付近で像が倒れて見える場合でも，人らしい像
があればモニター表示できている事がわかる。
図─ 16では，従来機能である本システムの合成画
像上にトラッキング出力を表示した事例である。油圧
ショベルの後方 270 度をひと目で周辺確認できるだけ
でなく，人らしい像があればモニター表示で知らせ，
同時に音などでも知らせる事で，周辺確認のきっかけ
とする事ができる。
図─ 17では，人ではないものを人らしいと判定し
た時のトラッキング出力をモニター表示したものであ
る。単眼カメラ画像のみで奥行き情報を利用できない
事と，機械学習モデルによる人らしさ評価のみで，人
体を構成する腕，脚，体，頭などの有無や形状までは

車体から 0.5 ～ 2.0 mの範囲内（後方は 4.0 mまで）
図─ 14　認識範囲に隙間が無い事の検査

図─ 15　視野の端での認識結果

図─ 13　多様な見かけ変化への対応

図─ 16　画像認識結果を合成画像上へ表示した例

図─ 17　人ではないが人らしいと判定した例
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評価していないためである。

7．おわりに

本システム FVM2 は，従来のシステムが提供する
“機械周囲 270°（後方小旋回機は 230°）の広い視界”
を進化させ，“カメラ映像中の人らしい形を認識し，
機械の近傍に人らしい形があると判断した場合に，モ
ニター表示とお知らせブザーでオペレータに注意を促
す”機能を追加したものである。この機能を有効に使っ
ていただくことで，油圧ショベルによる不幸な災害を
減らすことができれば幸いである。
自動車の自動運転に代表される様に，今後は周囲状

況をセンシングする技術が更に向上し，センサーのコ
ストも下がっていくと思われる。今後も新しい技術を
積極的に活用し，油圧ショベルの安全性を向上する開
発を進めていきたい。

※  FVMは，住友重機械工業㈱の登録商標です。
 

《参考文献》
  1） 住友重機械技報No.196 2018 論文・報告「フィールドビューモニター

2の開発」

［筆者紹介］
加藤　英彦（かとう　ひでひこ）
住友建機㈱
技術本部　技術部　電気制御グループ
GL

清田　芳永（きよた　よしひさ）
住友重機械工業㈱
技術本部　技術研究所　情報通信技術G
主任研究員
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1．はじめに

国連気候変動枠組条約第 24 回締約国会議（COP24）
が，2018年12月2日～15日にポーランドのカトヴィツェ
で開催され，パリ協定を実行する際の CO2 削減効果
の評価方法に関するルールが決まった。今後は，日本
をはじめ世界中でこのルールに基づいた CO2 削減の
ための具体的な施策が推進されていくことになる。
また，この会議以前の 10 月に IPCC（気候変動に

関する政府間パネル）から，「1.5 ℃特別報告書」が公
表され，地球の気候変動はすでに危険な状況であるこ
と，産業革命以降の地球平均気温の上昇を 2℃ではな
く 1.5 ℃に抑えることができれば，あらゆるリスクが
大幅に小さくなる可能性があることと同時に地球温暖
化の進行を止めるためにあらゆる対策を急ぐ必要があ
ることが示された。
建設業界で捉えられる「環境問題」は，工事で発生

する騒音・振動対策や工事現場の生態系保護対策と並
ぶ地球温暖化対策として，消費エネルギーの低減化を
中心に考えられる場合が多い。この分野では，建設工
事で使用される重機や工法に関する技術的進歩は大き
く進み，省エネやリサイクルもその実施が既に浸透し
ている。
一方，政府の環境対策に対する方針として，第 5次

環境基本計画が 2018 年 4 月に閣議決定され現代の社
会が抱える課題─高齢化，エネルギー，貧困等を同時
に解決する「地域循環共生圏」構想が示された。これ
は，国連で全加盟国が同意した SDGs（持続可能な開
発のための目標）に沿ったものでもあり，地球温暖化
対策だけでなく様々な分野で変換（Transform）が求
められている。

木　場　和　義

本稿では，全国地球温暖化防止活動推進センター（JCCCA）および全国にある地域地球温暖化防止活
動推進センターの活動を紹介することで，地球温暖化の現状とこれに対する地域や家庭を対象にした防止
活動の取り組み状況を紹介する。
キーワード：地球温暖化，地域，家庭部門，普及啓発

地球温暖化防止活動の取組状況

2．地球温暖化防止活動推進センターとは

本誌の読者で「地球温暖化防止活動推進センター」
という名称をご存知の方は少ないと思われるので，ま
ずその活動内容を簡単に紹介する。
現在，全国で 58 の地域地球温暖化防止活動推進セ
ンターが，地球温暖化対策に関する普及啓発活動の拠
点として様々な活動に取り組んでいる。具体的には，
国や県・市の施策に関連した活動や，学校・公民館等
と連携して講座やイベントを実施することで，年間約
300 万人の方々に具体的な温暖化対策の方法とその重
要性を伝えている（詳しくは，JCCCA（全国センター）
のHP（http://www.jccca.org/）を参照していただき
たい）。

3．地球温暖化の現状と課題

2018 年は，7月の西日本豪雨や 9月の台風 21号，24
号など，大きな気象災害が目立った年だった。2013 年
から 2014 年にかけて公表された IPCCの第 5次評価報
告書では，地球温暖化が進むことで，局地的な雨や台
風の大型化など極端な気象現象が発生するリスクや海
面上昇のリスクが高まると報告されているが，現実に
進んでいると感じられた方も多いのではないだろうか。
世界の年平均気温は，長期的には 100 年あたり約
0.73 ℃の割合で上昇を続けており，産業革命以前に比
べて約1℃上昇（可能性の高い範囲は0.8 ℃から1.2 ℃）
していると報告されている。日本の平均気温は，100
年あたり約 1.19 ℃の割合で上昇しており，世界平均
気温より変化が大きい。温暖化の影響は，既に，異常
気象の発生や海面上昇，北極の海氷減少など，目に見
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える形で現れており，災害だけでなく農作物の不作や
漁獲量の変化，熱中症の増加など，我々の社会活動へ
の影響も大きくなっていると感じられる。また，この
まま温暖化が進めば，2030 年から 2052 年の間に世界
平均気温は，産業革命以前に比べて 1.5 ℃上昇すると
予想され，それに伴って様々な影響のリスクも高まる
と予想されている。
この大きな課題に対して，2015 年 12 月の COP21

で全世界が協力して対応することに合意したのが「パ
リ協定」であるが，地球温暖化の進行を止めるために
は今以上のあらゆる対策が必要であることの理解が広
がり，国レベルの動きだけでなく，自治体や NGO，
企業レベルの活動も活発になっている。

4．国内の動向と地域や家庭の課題

日本国内の 2017 年度の温室効果ガス総排出量は，
CO2 換算で 12 億 9,400 万トン CO2 であり，再生可能
エネルギーの導入拡大などにより前年度に比べて 1％
減少したが，パリ協定で表明した 2013 年度比 26％削
減とする目標に対しては，8.2％減の状況であり，更な
る削減が必要である。部門別の二酸化炭素排出量では，
2017 年度の産業部門は 4億 1,300 万トンで，家庭部門
の 1億 8,800 万トンの約 2.2 倍になる大きな排出部門で
あるが，2013 年度以降減少を継続しており 2013 年度
比 11.5％減少した。これに対して 2017 年度の家庭部門
の状況は，全国的に冬の気温が低く石油製品（灯油等）
の消費に伴う排出量が増加したこと等により，前年度
比で 1.8％増加，長期的にも世帯数や家電製品が増え
ている影響で増加傾向であり，目標達成のためには家
庭部門の削減が重要な課題である。
今では，「地球温暖化」という言葉を知らない人は

少ないと思われるが，その対策に関するイメージは，
「省エネ」「節約」「我慢」など比較的ネガティブな印
象が，「新技術」「快適」「安心」などポジティブな印
象より多いとの調査結果が報告されている。2015 年
に開催された「世界市民会議」での意識調査結果によ
ると，世界市民の多くは先進国を含め気候変動対策に
より「生活の質が高まる」と認識しているが，日本市
民の多くは「生活の質が脅かされる」と認識している。
この温暖化対策のイメージや，「古い物も壊れるまで
大事に使う」国民性が，家庭部門の対策が大きく進展
しない要因の一つと考えられる。
国内の温暖化対策を進める施策として，政府は，

「COOL CHOICE」国民運動を展開し，クールビズや
ウォームビズ，省エネ家電や LEDへの買替，高断熱

住宅，エコカー，スマートムーブ（車に頼らない移動）
などの普及を進めている。JCCCAも，全国の地域セ
ンターや各種団体と連携して，家庭や地域で「COOL 
CHOICE」（賢い選択）の普及に努めているが，企業
の意識に比べて家庭（市民）の意識の変革が進んでい
ないことが課題と感じる。企業では，エネルギー消費
を低減する地球温暖化対策は，コストを下げることや
企業イメージ向上に繋がることから，積極的に取り組
むところが増えている。一方，家庭では，地球温暖化
対策は「我慢」ではなく「快適・安全」な暮らしに繋
がることの理解がまだ広がっていない。
先に紹介した「第五次環境基本計画」では，パリ協
定などの国際的な流れを踏まえ，地球温化問題だけで
なく地域経済の疲弊や少子高齢化，大規模災害対策な
ど様々な課題が関連し複雑化している現状の問題に対
して，大きく考え方を転換（パラダイムシフト）して
いくことが必要として，「地域循環共生圏」を構想し
ている。これは，地方と都市がその地域の特性を生か
しながら自立・分散型社会を形成し，お互いに補完・
連携することをイメージしており，環境・経済・社会
の問題に対して統合的向上を目指すものである。また，
石油や石炭といった化石エネルギーに依存しない「脱
炭素社会」が，持続可能で快適な社会の一つの形であ
り地方の活性化にもつながることを示している。
今後，第五次環境基本計画の具現化に向けた取組が
展開されることにより，技術的イノベーションだけで
なく，市民の意識を変えるような社会的なイノベー
ションも期待される。

5．事業者や家庭でできること

先に述べたように，企業や事業所ではエネルギーや
資源，コストを削減するためのマネジメントの一つと
して，地球温暖化対策が進められている。無駄をなく
す自主的な活動だけでなく，エネルギーや設備の専門
家に相談することで，より効果的な省エネ対策やこれ
まで気付かなかった運用方法を提案される可能性があ
る。将来的には，技術的イノベーションを活用するこ
とで更に大きなエネルギー消費の削減が可能になると
考える。
これらはCO2 排出を削減する「緩和策」と言われる
もので，これからは，温暖化の影響に対して備える「適
応策」も重要な対策として進める必要がある。特に，
建設業では気象災害による影響が大きいと考えられ，
非常時のための備蓄や災害発生時の対応手順の確認だ
けでなく，現場では常に周辺環境の変化に気を配り想
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定外を意識することが安全と品質確保のために必要と
なる。
一方，家庭においても「緩和策」と「適応策」は，

企業と同様に家計や安全に繋がることであり重要であ
るが，前述したように普及は進んでいない。家庭での
緩和策としては，先に紹介した「COOL CHOICE（賢
い選択）」を実践することで，無理や我慢をせずに生
活からのCO2排出量を削減することができる。また「適
応策」としては，水や食品，生活用品を備蓄する他，
地域のハザードマップで避難場所や避難経路を確認す
ることや，毎日の天気予報を活用して台風や高温に対
応することができる。
更に，家庭におけるエネルギー消費を具体的に削減

する方策として，「環境家計簿」や「うちエコ診断」
を利用する方法がある。「うちエコ診断」とは，環境
省の制度であり，専門の資格を有する診断士が各家庭
における電気，ガス，灯油，ガソリン等のエネルギー
消費状況と，地域や家族構成，家電製品や給湯設備等
の条件を総合的に診断し，ライフスタイルをヒアリン
グしながら，我慢や無理をせずにエネルギー消費量を
削減できる方法を提案するもの。家庭で「しているつ
もり」の省エネを，地域や家族構成に応じた平均的な
エネルギー消費と比較することで，実際にエコな生活
になっているかを評価し，生活の中の無駄や損してい
ることを見つけることができるのと同時に，診断士か
ら具体的な改善方法のアドバイスを受けて効果を出す
ことができる。
平成 29 年度までに累計で 9万件以上の診断が実施

され，1世帯当たり平均 20％の削減効果があった。こ
れは，年間のCO2排出削減量としては約 1,200 kg-CO2，
年間の家計の節約金額としては約 6万円にもなるもの
で，家庭部門における有効な対策である。今後も，こ
の制度の普及に向けた取組を，地域センター並びに自
治体，企業と連携して進めていく。
これまで述べてきたように，地球温暖化（気候変動）
問題は，世界中の国々に影響を及ぼす地球規模の大き
な問題であるが，同時に普段の生活や仕事に関連し影
響する身近な問題でもある。この先，50 年後，100 年
後に，今よりも快適で安心して暮らせる社会（地球）
とするため，持続可能な脱炭素社会を目指して，市民
一人一人が，家庭や職場で賢い選択（COOL CHOICE）
をすることが重要と考える。
地球温暖化対策の普及啓発と支援を目的とする
JCCCA（全国センター）は，今後も地域センターや
自治体，企業をはじめ，様々な主体と連携して脱炭素
社会のためのイノベーションを目指す。企業としてま
た家庭として，地球温暖化対策に関する悩みやご相談
は，JCCCAや各地の地域センターを窓口として活用
いただきたい。
 

［筆者紹介］
木場　和義（こば　かずよし）
（一社）地球温暖化防止全国ネット
（全国地球温暖化防止活動推進センター）
事務局次長
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建機ミニチュアの世界
杉　山　　　誠

皆さん，「建機ミニチュア」と聞いてどのようなも
のをイメージするでしょうか。男子であれば幼い頃，
トミカやプラスチックで出来たおもちゃで遊んだので
はないでしょうか。建機ミニチュアの世界は，油圧ショ
ベル，ダンプ，ブルドーザー，クレーンなど多機種あ
り，材質としてはプラスチックで出来たおもちゃ，ダ
イキャストで出来たもの，真鍮で精密に出来たものな
どがあります。建機ミニチュアメーカーとしては海外
が圧倒的に多く，日本は少ないです。また，厚紙やプ
ラ板，真鍮などを使い，ハンドメイドで建機ミニチュ
アを製作されている方もおり，私も油圧ショベルに付
けるアタッチメントをよく製作します。建機のミニ
チュアを集める楽しさや魅力は……私自身もよく分か
らないのですが言葉では表現できない心惹かれる何か
があります。

物心ついたときから建機好き

私は静岡県伊豆の出身です。父親が建設業（現場監
督）の仕事をしていたので，幼い頃から現場に連れて
行ってもらい，朝から晩まで飽きずに建機を見ていま
した。ときにはオペレーターさんの膝の上に座り，建
機に乗せてもらったのも記憶にあります。物心ついた
ときから建機が好きで，将来は建機のオペレーターか
父親みたいな現場監督になろう！と思っていました。

現在は，幼少期に抱いた夢が実現して建設会社で現場
監督をしています。

建機ミニチュアとの出会い

建機ミニチュアと出会い，集め始めたのはいつ頃だ
ろうか。幼い頃から親に買ってもらうおもちゃは建機
のものばかりでした。その頃に買ってもらったものは
遊びに遊んで壊れてしまい，今は残っていません。本
格的に集め始めたのは大学生の頃で，東京都神田にあ
る建機ミニチュア専門店「ケンクラフト」との出会い
がきっかけでした。そこには今まで見たことのない建
機のミニチュアがずらり並んでいました。私はギャン
ブル，たばこ，飲酒はやらないので，アルバイトで貯
めたお金はほぼ，ミニチュア代に注ぎ込みました。大
学生活 4年間で，100 点くらい集め，就職してからも
給料はミニチュア代に注ぎ込み，その数は 200，300
と年々増えていきました。

建機ミニチュア博物館について

私が博物館を作ろうと思ったきっかけは 2011 年，
長野県伊那にある「はたらくじどうしゃ博物館」の館
長，土田さんとの出会いでした。そこには世界中の建
機ミニチュア約 20,000 点が展示されており，今でも

写真─ 1 写真─ 2
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初めて見たときの驚きと感動は忘れられません。また，
「高度経済成長期を乗越えてきた英雄は建設機械お前
たちだ！」，「未来を担う子供たちに夢を」をコンセプ
トに博物館をやっている土田さんの考えにも感銘を受
けました。いつか自分が集めてきたものを色々な方々
に見てもらいたい，そして少しでも建設業や建機に興
味を持ってくれる人が増えてくれたらいいと思い，
2013 年からコツコツと準備を始め，2015 年に「建機
ミニチュア博物館」を作りました。
現在，トミカやダイキャスト，真鍮で作られた精巧

な建機ミニチュアなど約2,000点を展示しています（写
真─ 1，2）。
また，中学生時代にコマツテクノセンターに行って

初めて建機のカタログをもらい，それからコツコツと
集めたカタログも約 5,000 冊保管しています。

今後の夢

幼い頃見た建設機械の中で，特に印象に残っている
建機が 2 つあります。それは日本車輌　スクレープ
ドーザー（通称：日車メンク）とコマツ　パワースプ ─すぎやま　まこと　建機ミニチュア博物館　館長─

リッタ（BP500-3）です。日車メンクは小学生の頃，
造成工事の現場で初めて見て，轟音と振動を立てて，
見る見るうちに大地を削っていく姿に感動し，好きに
なりました。BP500 は中学生の頃，新設道路工事の
現場で初めて見て，巨大な転石を簡単に割るのを見て
凄い機械だなと感動しました。まずはこの印象に残っ
ている 2機種のミニチュアをハンドメイドで製作した
いと思います。そしていつかは建機ミニチュアに留ま
らず，実機を手に入れ，展示したいと思います。定年
退職はまだまだ先の話ですが，退職後は，建機の写真
を撮りに出かけたり，建機のハンドメイドモデルを
作ったりする日々を送りたいです。
今，建設業は人手不足と言われています。建設業は
インフラ整備，災害復旧等で欠かす事の出来ない業種
です。インフラ整備，災害復旧等をするには建機が必
要です。建機ミニチュアを見たのをきっかけに，少し
でも建設業や建機に興味を持ってくれる人が増え，そ
して一人でも多くの人が建設業に従事していただけた
らうれしいです。
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雲海を求めて
神　田　昭　憲

近年，地震・大雨・大雪・猛暑等の異常気象が頻繁
に起こり，大きなニュースになっています。直近では
昨年夏の西日本豪雨や大阪北部地震・北海道胆振東部
地震が思い出されますが，自然現象はこうした深刻な
被害をもたらすものばかりではありません。時にはこ
れまでに見たことも無いような絶景を作り出したり，
幻想的な風景で私達の心を豊かにしてくれることもあ
ります。代表的なものでは，オーロラ・虹・蜃気楼・
ダイヤモンドダスト・雲海などが挙げられます。まだ
まだ多くのものがありますが，近年日本でも良く話題
に挙がる雲海について紹介をしたいと思います。
雲海とは読んで字のごとく雲が海の様に拡がってい

る景色のことで，日本国内でも多くの鑑賞スポットが
存在します。最も有名なものは兵庫県の竹田城跡から
見られる雲海で，天空の城とか日本のマチュピチュと
も呼ばれています。また，北海道の星野リゾートトマ
ムには雲海テラスというものが存在し，雲海を見るた
めのデッキが設置をされ，併設されたカフェではコー
ヒーを飲みながら雲海を眺めることができるそうで
す。
雲海と一言で言っても実はその種類は 6種類も存在

するとのことで，簡単に紹介をさせて頂きます。
1． 放射霧の雲海：放射冷却によって冷やされた地面
が，空気中に含まれる水蒸気を冷やし霧が発生す
る。これが最も一般的な雲海です。

2． 雨上がりの雲海：雨によって地面には多くの水分
が蓄えられ，雨が上がり晴れて夜間になると気温
が下がり，地表付近の湿った空気が冷やされ霧が
発生する。

3． 蒸気霧の雲海：川や湖などの暖かい水面上に冷た
い空気が流れ込むと，水面から蒸気が発生し霧が
発生する。

4． 移流霧の雲海：冷たい海上や陸地に暖かく湿った
空気が流れ込むと，空気の下層から冷やされて霧
が発生する。

5． 上昇霧の雲海：暖かく湿った空気が山の斜面をは
い上がる途中で，空気中に含まれる水蒸気が冷や
されて霧が発生する。

6． 悪天候時の雲海：低気圧や前線の影響で雨が降っ

ている時に，雨が降ることによる湿度の上昇で低
い高度に雲ができることがある。この時に上の雨
雲と下の雲の間に隙間があると，その隙間に雲海
ができることがある。
以上が雲海の種類となりますが，では何故通常の雲
の様に高い所ではなく，低い場所に出来るのか？　雲
は通常いったん発生すると上空に向かって発達・成長
をしていきますが，このとき上空に暖かく乾燥した空
気の層があると，それより上には成長は出来なくなり
ます。よって，雲海の見られる場所というのは地面に
近い付近のみ冷えていたり，上空の暖かい空気が流れ
込んできて，雲の天井を形成するといった気象条件が
必要となります。
こんな知識を即席で覚え，私もいざ雲海を求めて鑑
賞スポットに出掛けました。場所は広島県三次市の高
谷山。標高 500 m 弱の小さな山ですが中国地方では
雲海スポットとして広く知られています。狙いを定め
たのは 11 月の 3 連休中日。当日の天気予報は晴れ。
但し，前日の暖かさから反転，この秋一番の寒気で最
低気温は 0度の予報。この予報通りであれば，雲海を
見られる可能性はかなり高いと思いながら，逸る心を
抑えて向かいます。目的地までは自宅のある広島市内
から 1時間強。日の出前の到着を目指し午前 5時に出
発をしました。広島市内を抜け三次市に入る前には，
既に辺りには霧がかかりはじめ，否が応でも期待に心
膨らみます。この高谷山は山頂の展望台まで車で行く
ことができるため，予定通り午前 6時 30 分前には到
着しました。既に駐車場には多くの車が停まっており，
あやうく車を停めるスペースが無くなる程の人気ぶり
でした。車内の温度計では外気温は－2度を示してお
り，霧の発生も申し分ない状態です。さぁ車を降りて
展望台まで向かおうと外に出ますが，とにかく寒い。
しかし，早く見たい！寒さをこらえて展望台に向かう
途中で，山頂の霧も晴れ周囲が見渡せる状態になって
きました。展望台が視界に入ると，既に集まっている
多くの人達がカメラのシャッターを切っています。こ
れは雲海が見えているにちがいないと思い，少し小走
りで進んで行きます。いざ展望台に到着をすると，こ
れまでには見たこともない景色が目の前に広がり，そ
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の絶景にしばし寒さを忘れることができました。市内
が全く見えないほどの雲が辺り一面に広がり，空気の
流れによって雲がうねる様子は，まさしく海で見る白
波の様でした。
当日の日の出時刻は午前 6 時 50 分頃でしたので，

辺りはだんだんと明るくなっており，雲海を眺めなが
ら日の出も見ることができると期待をしましたが，先
程まで晴れていた霧が山頂を覆いはじめ，日の出はお
預けとなってしまいました。その後はしばらく車内で
暖をとり，霧が晴れるのを待ち，もう一度だけ雲海を
眺めることが出来ました。
こうして見事最初のチャレンジで雲海を見ることが

できました。実際に見るその景色は非常に壮大で，神
秘的な光景でした。この高谷山では 10 月～ 3 月が雲
海が見られる可能性が高いシーズンですが，日本国内
でもまだまだ多くのスポットが存在します。気象条件
が大きなポイントになりますので，必ず見られるとい
うものではありませんが，様々な気象情報を駆使して

可能性が高そうな日を予想するのも楽しいものです。
日常の喧騒から離れ，たまには自然に心癒される時間
を体験されてはいかがでしょうか。

─かんだ　あきのり　㈱酉島製作所　広島支店長─
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ISO/TC 195ドイツ・ハンブルク国際会議 及び 
CEN/TC 151/WG 8フランクフルト会議報告

標準部会

2018 年 9 月 17 ～ 21 日の 5 日間，ドイツ国ハンブ
ルク市で開催された ISO/TC 195（建設用機械及び装
置 専門委員会），SC 1（コンクリート機械及び装置 
分科委員会），SC 2（道路作業機械及び関連機器 分科
委員会），WG 5（道路建設及び維持用機器─用語及び
商業仕様 作業グループ），WG 8（骨材処理 作業グルー
プ）及びWG 9（自走式道路建設用機械及び装置の安
全要求事項 作業グループ）の国際会議に日本代表と
して出席したので，その内容を報告する。また，その
前週 9月 12 ～ 13 日，及び翌週 9月 25 ～ 26 日の 4日
間，同フランクフルト市で開催された CEN/TC 151/
WG 8（建設機械及び建築資材用機械─安全 専門委員
会 /コンクリート準備及びハンドリング用機器 作業
グループ）傘下の SWG（サブ作業グループ）会議に
もオブザーバとして出席したので，あわせて報告する。

1．はじめに

ISO/TC 195 国際会議は例年 9～ 11 月に開催され，
今年はVDMA（ドイツ機械技術工業協会）の招致に

より，ハンブルク市にあるPark Hyatt Hamburg ホテ
ルの会議室において表─ 1に示す日程で行われた。
今回，日本からは表─ 2に示す 4 名が使節団とし
て参加した。
各国からのTC 195 会議出席者は，中国（10）（幹

事国）, ドイツ（12）（ツイニング幹事国）, フランス（5），
米国（4），韓国（2），スイス（1）及び日本（4）の各
TC 195 関係者であり，7ヶ国 延べ 38 名であった。
ISO/TC 195 国際会議の前週には，CEN/TC 151/

WG 8 コンビナー国ドイツによる SWG 3 会議が，ヘッ
セン州フランクフルト・アム・マインにあるVDMA
ビルの会議室において表─ 3に示す日程で開催され，
日本から川上氏，事務局の 2名がオブザーバ参加した。
各国からの SWG 3 会議出席者は，ドイツ（7）（コ
ンビナー国），イタリア（1），中国（2）及び日本（2）
の関係者であり，4ヶ国 計 12 名であった。
また，ISO/TC 195 国際会議の翌週にも，CEN/TC 

151/WG 8 コンビナー国ドイツによる SWG 1 会議が，
同じくVDMA近くにある別館 FZHG（ヘッセン歯科
教育アカデミー㈱ビル）の会議室において表─ 4に

表─ 1　ISO/TC�195 各会議日程

日　時 会　議　名

9月 17 日（月）
午前：WG 5（道路建設及び維持用機器─用語及び商業仕様）会議
午後：WG 8（骨材処理）会議・WG 9 /AHG 2（特設グループ）会議＊

9 月 18 日（火） WG 9（自走式道路建設用機械及び装置の安全要求事項）会議
9月 19 日（水） SC 1（コンクリート機械及び装置：日本が議長及び幹事国）総会
9月 20 日（木） SC 2（道路作業機械及び関連機器）総会
9月 21 日（金） TC 195（建設用機械及び装置）総会
＊WG 8 会議・WG 9/AHG 2 会議は，別々の会議室で同時開催

表─ 2　日本からの出席者

氏　名 所　属 役　割
川上 晃一 日工㈱ ISO/TC 195/SC 1 議長
清水 弘之 KYB㈱ ISO/TC 195/SC 1/WG 4 コンビナー

山口 達也 鹿島道路㈱
ISO/TC 195/SC 2，WG 5，WG 8，WG 9 専門家
ISO/TC 195 国内委員会 委員長

小倉 公彦 JCMA標準部 ISO/TC 195 事務局，ISO/TC 195/SC 1 国際幹事
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示す日程で開催され，日本から清水氏，事務局の 2名
がオブザーバ参加した。
各国からの SWG 1 会議出席者は，ドイツ（7）（コ
ンビナー国），フランス（2），米国（1），中国（1）及
び日本（2）の関係者であり，5ヶ国 計 13 名であった。
なお，今年は経済産業省施策「平成 30 年度国際幹事・

議長等国際会議派遣事業」による支援（3名分）に加
えて，（公財）JKAによる「ISO/IEC 国際会議への専
門家派遣に係わる補助事業」（山口氏）も利用しての
出張となった。

【会議出席の目的】
ISO/TC 195/SC 1 議長国として SC 1 総会を運営
し，各国提案の進捗を図るとともに，SC 1/WG 4 コ
ンビナー国として日本が提案準備中の「トラックミキ
サ─ Part 2：安全要求」の検討を推進する。また，中
国が提案準備中の「コンクリート及びモルタル準備用
プラント─ Part　2：安全要求」など，ウィーン協定
下の安全関連プロジェクト推進に不可欠な ISO/CEN
協力体制を構築する為，CEN/TC 151/WG 8 傘下の
SWG 1，SWG 3 会議にもオブザーバ参加し，CEN側
メンバとの接触及び人脈作りを図る。
専門家の代表として，今回新設の SC 2 総会に出席

する。また，WG 5，WG 8，WG 9，同 AHG 2 会議
にも出席し，日本の意見を具申する。
ISO/TC 195 総会に出席し，SC 1 決議事項の報告
を行うと同時に，Pメンバ国の使節団として日本の意
見を具申する。また，今後，TC 195 傘下に新設予定
の SC 3 に関しても情報収集を行う。
次回 ISO/TC 195 国際会議を 2019 年 11 月に神戸で

開催する日本提案について，各国の了承を得る。

2．会議概要

ISO/TC 195国際会議
1）ISO/TC 195/WG 5会議（9月 17日午前）
出席者：ドイツ（4），米国（5），中国（4），フラン
ス（2），韓国（2），日本（4）　／コンビナー：ドイツ
Piller 氏　計 21 名
ドイツコンビナーの司会で議事が進行され，次の項
目につき議論された。

1　 ISO/NP 15878アスファルトペーバ／フィニッ
シャ─用語及び商業仕様

「見直し」新業務提案（NP）の投票結果及びコメン
トについて議論された。NPとして承認される為には，
あと 2ヶ国の積極参加が必要（後述するTC 195 総会
において，フランス，韓国が参加を表明）。承認され

表─ 3　CEN/TC�151/WG�8/SWG�3 会議日程

日　時 会　議　名
9月 12 日（水） CEN/TC 151/WG 8/SWG 3（EN 12001“コンクリート及びモルタル運搬，

吹付け及び打設機械─安全要求”見直し）会議9月 13 日（木）

表─ 4　CEN/TC�151/WG�8/SWG�1 会議日程

日　時 会　議　名
9月 25 日（火） CEN/TC 151/WG 8/SWG 1（EN 12151“コンクリート及びモルタル準備

用機械及びプラント─安全要求”見直し）会議9月 26 日（水）

写真─ 1　Park�Hyatt�Hamburg 入口（写真提供：川上氏）

写真─ 2　VDMAビル外観
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活動開始した際には，CDを省略してDIS 段階へ進め
るよう，TC 195 での決議を要請する（後述するTC 
195 総会で承認された）。

2　 ISO/NP 15643瀝青結合材散布／吹付機─用語
及び一般仕様

「見直し」の新業務提案（NP）投票が 2018 年 5 月
に締め切られた。コメントをレビューし， CDを準備
する。CIB の結果承認され，Pメンバ 5 ヶ国が参加。
DIS 登録期限は 2019 年 6 月。WG 5 が作成した最終
案文で使用される用語“spread”（液体の散布）及び
“spray”（固体の撒布，吹付け）の一貫性につき，フ
ランスがチェックする。CDを省略してDIS 段階へ進
めるよう，TC 195 での決議を要請する（後述する
TC 195 総会で承認された）。

3　ISO 15645路面切削機械─用語及び商業仕様
状況報告─「軽微な改正」のFDIS 投票が 8月に締

め切られ，9月に発行された。
4　 ISO 15688ソイルスタビライザ─用語及び商業
仕様

定期的見直し─編集上のコメント付きで承認された
が，TC決議が必要。「確認」とするよう，TC 195 で
の決議を要請する（後述するTC 195 総会で承認され
た）。

5　ISO 22242基本タイプ─識別及び記述
定期的見直し─軽微なコメント付きで承認された

が，SC 2 の適用範囲を含む為，TC 195 での議論が必
要（後述するSC 2総会で移管が要求された）。また，「確
認」とするようTC 195 での決議を要請する（後述す
るTC 195 総会で承認された）。然る後，見直し作業
の開始が可能。

写真─ 3　WG�5 会議風景

2）ISO/TC 195/WG 9/AHG 2会議（9月 17 日午後）
出席者：ドイツ（4），日本（2）　／コンビナー：ド

イツHey 氏　計 6名
ドイツコンビナーの司会で議事が進行され，次の項
目につき議論された。

1　AHG 2 自走式道路建設機械の視界性
ドイツWG 9 幹事 Kampmeier 氏より説明
ISO 20500 シリーズのプロジェクト段階について：
20.00 ISO 20500 が登録された。
次の目標期日：
30.00 CD 投票─次回WG 9 会議の後に開始予定。
40.00 DIS 投票─ 2019 年 12 月頃。
道路建設機械の視界性要求
前回AHG会議での宿題事項レビュー（2018 年 6 月
にミュンヘンBG Bau で開催）

2　ISO 20500-2

最新式の切削機械における作業（立ち乗り運転員）
の様に，個々の視界マスキングの組合せ（オーバラッ
プ）が必要な 2ヶ所の運転位置を有する場合，両方の
位置における視界性の評価を同時に行うことを製造業
者に許可するよう，文面を変更した。

3　 合意事項のまとめ／決定，目標時期及びとるべ
き行動

AHG 2 のメンバは，ISO 20500-1 Annex H で予定
される“立ち乗り運転員”の図面を提供する。[ ドイ
ツ専門家Drees 氏が自主的に主導 ] また，今回会合で
の議論に従い，全てのサブパートの 5.1.2 項にある機
械の図面を見直す。
AHG 2 のリーダは，受け取った図面等を提案ドラ
フト“自走式道路建設機械の視界性─AHG 2 会議・
9月 17 日ハンブルク”に反映する。また，ISO 20500
シリーズの CD投票用案文を～ 2018 年 10 月末迄に準
備する為，この提案ドラフトをWG 9 幹事へ送付する。
次回会合予定：なし

写真─ 4　WG�9/AHG�2 会議風景
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3）ISO/TC 195/WG 8会議（9月 17 日午後）
出席者：米国（4），中国（4），韓国（3），フランス

（2），英国（2），フィンランド（1），日本（2）　／コ
ンビナー：米国Young 氏　計 18 名
米国コンビナーの司会で議事が進行され，次の項目

につき議論された。
1　 ISO/DIS 21873-2 自走式破砕機─第 2部：安全
要求

2017 年 9 月に締め切られたDIS 投票の結果，11 ヶ
国賛成，1ヶ国反対で承認された。提出されたコメン
トをレビューし，決議した。
－  DIS 投票におけるNB（国家標準化機関）コメント
を決議に含めることに成功した。

－ 「CENの関連文書が熟成するまで待つべき」との
幾つかのコメントを受け，ISO 21873-2 の第 2 版発
行後，見直しを提案することに合意した。

－  ISO カレンダーでは，～ 2019 年 1 月に同文書を発
行すること，となっている。
 WG 8 は DIS 投票時のコメントを考慮したFDIS 案
文を準備し，目標時期～ 2018 年 10 月迄に TC 195
へ提出する。
2　 自走式破砕機─生産能力の測定及び決定方法
（韓国提案）

予てより韓国KATSが提案していたが， CIB（委員
会内投票：～ 8月初め締切）の結果，賛成多数で承認
された。
これを受け，自走式破砕機の生産能力の決定及び測

定方法を網羅する ISO 21873-3 を開発する。
提案者は，CIB 投票中にNBより提出されたコメン

トを考慮すること。
WG 8 は，以下の事項をTC 195 へ提言する：
専門家は既に配置されており，開発の準備が出来て

いる
より洗練された作業案文を開発する為，PWI（予備

作業項目）として登録する
上記の標題で，文書番号 ISO 21873-3 を付与する
CD，DIS，IS 発行の目標時期は，WG 8 が～ 2019

年 11 月迄に設定する
3　次段階の決定
上記の提言で網羅している通り。

写真─ 5　WG�8 会議風景

4）ISO/TC 195/WG 9会議（9月 18 日）
出席者：ドイツ（6），中国（6），米国（5），フラン
ス（4），韓国（3），スウェーデン（1），日本（4）　／
コンビナー：ドイツHey 氏　計 29 名
ドイツコンビナーの司会で議事が進行され，次の項
目につき議論された。

1　 自走式道路建設用機械の安全規格（EN/ISO 

20500-1～ -7）
Part 1：共通的要求事項
Part 2：路面切削用機械の要求事項
Part 3：道路建設・リサイクル機械の要求事項
Part 4：締固め機械の要求事項
Part 5：舗装機械の要求事項
Part 6：自走式フィーダの要求事項
Part 7： スリップフォームペーバ及び養生機の要求

事項
タイムスケジュール
ドイツ幹事 Kampmeier 氏が Part 1 ～ 5 の状況を

紹介した。自動キャンセルを回避する為のDIS 登録
期限は～ 2019 年 12 月となっている。

2　特設グループ（Ad Hoc Group）の報告
－ AHG 1 瀝青ガス／エアロゾル
ペーバの排出ガス低減装置に関する新たな附属書に
ついて，フランス Patrascu 氏が報告した。EN/ISO 
20500-5 の附属書として，採用される準備が出来てい
る。今後の活動は計画されていない。
－  AHG 2 自走式道路建設機械の視界性
新たな視界性要求について，ドイツHey 氏が紹介
した。ISO 5006 の試験方法に，自走式道路建設機械
の要求事項を追加したものを基本とする。EN/ISO 
20500 各パートの附属書として現行案文を加え，計画
中のCD段階でコメントを募る。
－  AHG 3 専用性能レベルの附属書
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報告事項なし
－  AHG 4 コンベヤ
EN 620 コンベヤ─安全要求の状況について，フラ

ンス Picart 氏が紹介した。CEN意見照会の段階にあ
る（～ 2018 年 10 月締切）。EN/ISO 20500 シリーズ
におけるコンベヤの要求事項と整合させる為，この文
書を用いる可能性がある。
－ AHG 5 遠隔操縦
土工機械に関する遠隔操縦の要求事項（ISO 20474/

EN 474）と整合させる目標について，ドイツHey 氏
が報告した。各案文の作成段階が異なる為，現時点で
目標は達成できていない。従って，今後CD段階で議
論されるまで，遠隔操縦の要求事項は EN/ISO 20500
のままである。更なる議論の為，CD段階でコメント
を募る。
－ AHG 6 ガード
2018 年 6 月にパリで行われた前回会議の結果につ

いて，ドイツ Piller 氏が紹介した。ガードの要求事項
は，EN/ISO 20500-1，-2，-3，-5，-7 の為に案文を作
成している。これらの案文は，次期EN/ISO 20500 案
文で各パートの附属書として採用される。
－ AHG 7 スクリードの振動
フランスPatrascu 氏が，今回不参加の同僚Le Brech
氏に代わり報告した。2018 年 6 月にパリで会議が開
催された。Part 1 ～ 5 に必要な要求事項が準備されて
いる。規格本文に採用され，CD段階でコメントを募
る。
－ AHG 8 第 6部─フィーダ
ドイツOettinger 氏が報告した。第 6部─フィーダ

の案文を作成しており，CD段階でコメントを募る。
－ AHG 9 路面切削機械の排出物低減装置
2018 年に 2 回，パリで開催された会議の結果につ

いて，Patrascu氏が報告した。路面切削機械のERD（排
出物低減装置）に関する試験方法の案文を専門家が作
成した。この案文はEN/ISO 20500-2 に採用される。

3　合意事項のまとめ／とるべき行動
各特設グループの結果をEN/ISO 20500 各パートに

採用することについて，全てのWG 9 メンバが合意し
た。凍結された各パートの案文についてコメントが必
要であることから，可能な限り速やかにCD投票（投
票期間：12 週）を開始することを決定した。2019 年
初頭～投票開始が理想的である。
WG 9 コンビナー及び幹事は CD 案文を準備し，

TC 195 幹事を通じて Pメンバへ回付する。9月 21 日
の TC 195 総会で所要の事項を決定する（後述する
TC 195 総会で決議された）。

4　次回会議予定
2019 年 5 月 20 ～ 22 日，フランス又は米国におい
て開催（追って確認）

写真─ 6　WG�9 会議風景（AHG�1 プレゼンテーション）

5）ISO/TC 195/SC 1総会（9月 19 日）
出席者：日本（4），中国（7），ドイツ（2），米国（4），
フランス（4），韓国（2）　／議長：川上晃一，幹事：
小倉公彦，SC 1/WG 4 コンビナー：清水弘之　計 23
名
日本議長の司会で議事が進行され，次の項目につき
決議が採択された。
決議 1：謝辞
ドイツ国ハンブルクでの SC 1 総会開催を準備し運
営したDIN事務局に謝意を表明する。
決議 2：決議起草委員会として，フランス・米国・
ドイツ・韓国・中国・日本より 6名が任命された。
決議 3：SC 1 の 2017 年 11 月から 2018 年 9 月まで
の間の活動について，幹事による報告（Doc N 316）
が承認された。
決議 4：FDIS 19711-1 トラックミキサ：第 1部─用
語及び商業仕様─日本提案　FDIS 投票結果の報告及
び討議
WG 4 コンビナー／幹事による，前回第 2次 DIS 投
票以降の経緯：WebEx 会議開催状況及び FDIS 投票
結果の報告（Doc N 317）を審議し，ISO 19711-1 が
発行されたことを確認した。
決議 5：ISO 13105-2 コンクリート表面こて仕上げ

機械─第 2部：安全要求事項及び検証─改正に関する
更なる進捗の報告
ISO 13105-2 改正の進捗に関するWG 2 コンビナー
のプレゼンテーション（Doc N 318）が受理された。
今後の更なる研究を期待する。
決議 6：PWI 19711-2 トラックミキサ：第 2部─安
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全要求事項に関する CEN/TC 151/WG 8 との協業開
始に関する提案
WG 4 コンビナー / 幹事による報告（Doc N 319）

を審議し，CEN/TC 151/WG 8 との連携に当って橋
渡し役を務めるVDMAに感謝する。
SC 1 は，以下に合意する。
ウィーン協定の下で，EN 12609 の正式版（2019 年

4 月発行見込）を基に ISO 19711-2 を開発する価値を
認める。
開始に当っては，適用範囲からフロントディス

チャージ式ミキサを除外しない。もし，当該機械を統
合して扱うことに問題が生じた場合は，別パートに分
けるなど，他の方法をとってもよい。
SC 1 幹事は，NWIP（新業務項目提案）の投票を（提

案文書の概要及びEN 12609 を参照している旨を記し
て）開始する。同時に，ウィーン協定下で開発する為
の投票をCENでも行う。
NWIP 投票開始時期：EN 12609 の DAV（公示日）

から 2ヶ月以内を目標とする。
決議 7：PWI 19720-2 コンクリート及びモルタル準
備用プラント：第 2部─安全要求事項に関するCEN/
TC 151/WG 8 との協業開始に関する提案
WG 5 コンビナーによる報告（Doc N 324）を審議し，
CEN/TC 151/WG 8 との連携に当って橋渡し役を務
めるVDMAに感謝する。
WG 5 コンビナーは，当該プラントの安全要求に関
する世界各国の状況を更に調査する為，アンケート記
入フォームを準備する。SC 1 幹事は同フォームを配
布し，各国は直ちに記入の上，2019 年 6 月末迄に回
収を完了する。
結果について，次回 SC 1 総会で説明及び議論する。
決議 8：定期的見直し結果に基づく AWI 報告─

ISO 21573-2 コンクリートポンプ─第 2部：技術パラ
メータの試験方法
WG 6 コンビナーの報告（Doc N 320，N 321）を審
議した。
WG 6 コンビナーは意見照会時及び席上で提出され

たコメントを考慮し，第 2次WDとして再配布する。
決議 9：定期的見直し結果に基づく AWI 報告─

ISO 18650-1 コンクリートミキサ─第 1部：用語及び
一般仕様
ISO 18650-1 見直しに関するWG 7 コンビナーの報
告を受理するとともに，決議 13/2017 に従いWD 
18650-1 案文を準備するよう要求する。 
ISO 18650-2 見直しに関し，米国が新業務項目提案
を意図していることに留意する。

決議 10：相談の結果─“コンクリート機械─施工
現場情報交換”
新業務項目提案に関する中国コンビナー候補の報告
Doc N 326（Doc N 312，N 313 の調査結果に基づく）
について議論し，以下を決議した。
－ 中国コンビナー候補を ISO/TC 127/WSC 3/G 5 と
のリエゾンオフィサーに任命する
－ 中国が “コンクリート機械─施工現場情報交換”に
関する新業務項目提案を行い，受け入れられた場合，
SC 1 傘下に新たな作業グループを設立する

－ 中国コンビナー候補は，次回 SC 1 総会で進捗状況
を報告する
決議 11：ISO/TPMによる ISO committee Updates
ISO 業務指針の変更点に関する説明（Doc N 323）
を紹介した。
決議 12：次回会議の開催
次回 SC 1 総会は，2019 年に神戸で開催される
ISO/TC 195総会に併せて計画する（Doc N 325参照）。

昨年のオースティンSC 1 総会に続き，コンクリー
ト機械の「施工現場データ交換」に関する国際標
準化が中国から再度提案され，新業務項目提案と
することが承認された（決議 10）。既に土工機械で
標準化されている ISO 15143シリーズに着想を得
た提案であるが，ハンブルクSC 1 総会以前に
ISO/TC 127/SC 3/WG 5 へ申し入れた JWG設立
は却下された。今回，改めて中国コンビナーを同
WG 5とのリエゾンオフィサーとして任命したので，
NP投票が承認された場合，SC 1 傘下WGで推進
すると同時に，TC 127 からの情報入手を図ること
となる。また，2019 年のTC 195 総会を神戸で開
催する日本提案が正式に了承された（決議 12）。

写真─ 7　SC�1 会議風景
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6）ISO/TC 195/SC 2総会（9月 20 日）
出席者：ドイツ（9），中国（7），米国（4），フラン

ス（6），スイス（1），日本（4）　／議長：ドイツ
Diedrich 氏，幹事：ドイツ Schwark 氏　計 31 名
ドイツ議長の司会で議事が進行され，次の項目につ

き決議が採択された。
決議 1：言語
英語で決議を作成する。
決議 2：議長の紹介
SC 2 議長として任命されたFrank Diedrich 氏を承
認すると共に，SC 2 を統率する自発的な意思に感謝
する。
決議 3：表題及び適用範囲の採択
以下の表題を承認するようTC 195 に要求する：
“道路作業機械及び関連機器”
以下の適用範囲を承認するようTC 195に要求する：
道路作業機械，機器及び製品分野の標準化で，以下

を含む
用途；環境；名称；分類；インターフェース及びカッ

プリング（機械，電気，空圧，油圧）；格付け；性能
要求；試験方法；安全及び人間工学的要求
以下を除く
芝刈り及び造園用機器（ISO/TC 23/SC 13）
スポーツグラウンド整備用機械
収穫及び保全用機械（ISO/TC 23/SC 7）
農業，園芸用機械（ISO/TC 23/SC 17）
林業用機械（ISO/TC 23/SC 15）
土工機械（ISO/TC 127）
道路建設及び維持用機械（ISO/TC 195，ただし
ISO/TC 195/SC 2 所管以外）
ゲレンデ整備用機器
鉄道用途のみに設計された機械又は構成部品（ISO/

TC 269）
工業用清掃／洗浄機器（IEC/TC 61）
塵芥収集車（ISO/TC 297）
空港専用機械及び機器（ISO/TC 20）
決議 4：ISO 22242 の見直し
ISO 22242 より以下のカテゴリを除外するようTC 

195 に要求する。
2.7 路面清掃機械
2.8 除草機械及び機器
2.9 冬期道路維持用機械及び機器
決議 5：新業務項目提案の採択
以下の新業務項目候補への関心に留意する。
1．路面清掃車─用語及び商業仕様（米国提案）
2． 路面清掃車─粒子状物質収集効率─試験及び評

価（ドイツ提案）
3． 路面清掃車─性能要求及び試験方法（ドイツ提案）
4． 冬期維持用機器─撒布機（グリッティングマシン）
─一般要求及び撒布機の定義（ドイツ提案）

5． 冬期維持用機器─撒布機（グリッティングマシン）
─給送の要求事項及び試験（ドイツ提案）

6． 冬期維持用機器─スノープラウ─第 2部：試験
の判定基準及びそれらの要求事項（ドイツ提案）

各提案国は，上記プロジェクトの第 1次作業案文，
及び概要を含む新業務提案項目の様式 4（NWIP
フォーム）を準備する。（新業務項目提案の）CIB・3 ヶ
月投票を行うに当り，他のメンバ国も上記以外の提案
があれば提出する。CIB の結果，優先順位及び新たな
作業グループの割り当てについて第 2回総会で議論す
る。
決議 6：戦略的事業計画の開発手順
幹事は，SBP（戦略的事業計画）を回付する。第 1
回総会で提出された意見を基に，修正案を策定する。
メンバ国は，2019 年 3 月末迄にコメントを提出する。
コメントを基に，第 2回総会で議論する。
決議 7：ISO/TC 23/SC 7 とのリエゾンオフィサー
の任命
ISO/TC 23/SC 7 とのリエゾンを形成し，SC 2 の
米国Moss 氏を ISO/TC 23/SC 7“収穫及び保全用機
械”リエゾンオフィサーに任命する。
決議 8：ISO/TC 23/SC 13 とのリエゾンオフィサー
の任命
ISO/TC 23/SC 13“動力式芝刈り及び造園機器”
とのリエゾンを形成し，第 2回総会でリエゾンオフィ
サーを決定する。
決議 9：ISO/TC 127 とのリエゾンオフィサーの任命
ISO/TC 127 とのリエゾンを形成し，SC 2 の米国
Crowell 氏を ISO/TC 127“土工機械”リエゾンオフィ
サーに任命する。
決議 10：ISO/TC 297とのリエゾンオフィサーの任命
ISO/TC 297 とのリエゾンを形成し，SC 2 のドイ
ツDiedrich 氏を ISO/TC 297“廃棄物マネジメント” 
リエゾンオフィサーに任命する。
決議 11：次回会議
次回 SC 2 総会を 2019 年 5 月 16 ～ 17 日にドイツ・

ベルリンで開催する。
決議 12：謝辞
第 1回 SC 2 総会を運営したDIN事務局に謝意を表
明する。
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写真─ 8　SC�2 会議風景

7）ISO/TC 195総会（9月 21 日）
出席者：中国（10），ドイツ（12），米国（4），フラ

ンス（5），韓国（2），スイス（1），日本（4）　／議長
代行 兼 幹事：中国 Liu 氏　計 38 名
中国幹事（議長代行）の司会で議事が進行され，次

の項目につき決議が採択された。
決議 1：決議起草委員会
ドイツ，米国，日本，フランス及び中国より 5名が

任命された。
決議 2：幹事の報告
ISO/TC 195の活動に関する幹事の報告に感謝する。
決議 3：SC 1 の報告
SC 1 議長の報告に感謝する。
決議 4：SC 2 の報告
SC 2 議長の報告に感謝する。SC 2 の表題及び適用
範囲を確認した。
決議 5：TC 195 傘下の新たなサブコミッティ設置
フランスAFNORが新しいSC 3を設立し主導する意
思を表明し，下記の5ヶ国が積極参加の意図を表明した；
中国（SAC），フランス（AFNOR），ドイツ（DIN），

日本（JISC），米国（ANSI）
ISO/IEC 業務指針─第 1部の 1.8 項にある議長の任

命及び権限に関するルールを考慮し，Doc N 1286 に
定める適用範囲及び責任範囲を有する SC 3“穿孔及
び基礎工事用機械”の設置を決定する。AFNORの責
任下に，この新たな SCを設置するよう ISO/TMBに
要請する。最初の 6年間の議長はDaniel Perpezat 氏，
幹事はAline Vecchia 女史が務める。
決議 6：WG 2 の報告
米国コンビナーの口頭報告に感謝する。WG 2 は
2005 年以降活動しておらず，また，発行から 20 年以
上経過した ISO 11375 を更新又は廃止する必要があ
る，とのコメントを了承する。

決議 7：WG 5 の報告
ドイツコンビナーの報告に感謝する。ISO 15878 見
直しへの積極参加に同意する Pメンバが必要数に達
していないことに留意する。米国，日本及びドイツの
みが参加に同意していた。会議の外で，フランスと韓
国が専門家の任命に同意したので，プロジェクトを進
めるのに必要な全ての判定基準を満足した。ISO/CS
に作業項目の始動を要請する。
ISO/NP 15878のCD段階を省略し，DIS段階へ進む。
ISO/NP 15643 の CD段階を省略し，DIS 段階へ進
む。（日本は反対だが，賛成多数）
定期的見直しの結果，ISO 15688，ISO 22242 は確

認とする。
道路作業機械を構成する全ての機種を ISO 22242 か
ら除外する SC 2 の要求を受け入れる。
次回総会で議論する為，可能な見直しに関する更な
るインプットをWG 5 及び SC 2 に要求する。
決議 8：WG 6 の報告
ドイツ幹事の報告に感謝する。
決議 9：WG 8 の報告
米国幹事の報告に感謝する。
WG 8 は ISO 21873-2 の FDIS 案文を提出する。
予備プロジェクトとしてISO 21873-3案文を登録する。
決議 10：WG 9 の報告
ドイツコンビナーの口頭報告に感謝する。
2019 年初めに CD投票へ進める為，ISO 20500-1 ～
7の本文を提出するようWG 9に要求する。このウィー
ン協定プロジェクトの評価に当って，CENコンサル
タント（整合規格コンサルタント）への支援要請を
WG 9 に推奨する。次回WG 9 会議に CENコンサル
タントが参加できるよう，できればCD投票期間中に
接触する。
決議 11：適用範囲及び事業計画
適用範囲及び事業計画を確認した。ISO/TC 195 の

表題を見直し，TC 127 との差異を明確にするように
との ISO/TMBの要求に留意する。全てのPメンバが
表題を検討し，より良い文言を提供できるよう，CIB
を開始するとともに，次回TC 195 総会で議論する。
決議 12：WG 7 のプレゼンテーション
米国幹事のプレゼンテーションに感謝する。
ISO 19433 及び ISO 19452 の CIB 結果を検討し，

いずれも 7ヶ国が確認，2ヶ国が見直しを要求した。
席上，フランス，ドイツ，日本，韓国，米国が見直し
に同意（中国は棄権）したことに留意し，米国の提案
に従い，WG 7 の活動再開を決議する（コンビナーは
米国）。ISO 19433，ISO 19452 の見直しプロセスを開
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始する（適用範囲は変更しない）。TC 195 幹事は必要
な措置を講じる。
決議 13：2019 年総会の開催地に関する日本提案プ
レゼンテーション
日本使節団のプレゼンテーション及び 2019 年の

TC 195 総会を神戸で開催する提案に感謝する。2019
年 11 月 18 ～ 22 日の週に開催する日程案に同意する。
決議 14：TC 82 のリエゾンレポート
ドイツTC 82 幹事の報告に感謝する。
決議 15：TC 127 のリエゾンレポート
米国TC 127 議長の報告に感謝する。
決議 16：CEN/TC 151 のリエゾンレポート
ドイツ幹事の報告に感謝する。
決議 17：ISO/CS の報告
TPMの報告に感謝する。（今回不参加）
決議 18：道路建設機械に関する新たなサブコミッ

ティの提案
ドイツ Piller 氏のプレゼンテーション，ドイツ使節

団が提唱する道路建設機械の新たなサブコミッティに

関する発案の概要に感謝する。
CIB を 2019 年春に開始する為，ドイツ使節団は更
なる情報と提案の詳細を提供する。
決議 19：謝辞
今週のドイツ・ハンブルク市での会議を組織し，運
営したVDMA，BG BAU及び関係各位に謝意を表明
する。

　2019 年のTC 195 総会を神戸で開催する日本提
案が正式に了承された（決議 13）。SC 3 の設立
が承認された（決議 5）のに続き，道路作業機械
として独立した SC 2 に対抗するように，WG 5
に残された道路建設機械を新たなサブコミッティ
SC 4 に昇格させることが提案された（決議 18）。

　2016 年に ISO/TC 297「廃棄物の収集・輸送及
び道路管理並びに関連装置」より要求のあった
TC 195 業務範囲の一部移管に関し，同年のTC 
195 パリ国際会議で論議が紛糾した。TC 127, TC 
82 等，複数 TC間で生じている業務範囲の重複
を調整する ISO/TMBタスクフォース 9（TF 9）
が活動し，2017 年に TC 195, TC 297 で同時に実
施された並行 CIB の結果に関する TF 9 報告の
後，2018 年 2 月の ISO/TMB 会合（韓国ソウル
で開催）において「Road Operation Machinery
の TC 297 への移管は認めず，TC 195 の傘下に
SC 2（幹事国：ドイツ）を新たに設け，ROMを
所管する」ことが承認された。   
　これを受けて SC 2 が設置され，日本も Pメン
バとして参加する為，2018 年 6 月に JCMA が
SC 2 国内審議団体として登録された。

写真─ 9　TC�195 会議風景

写真─ 10　ISO/TC�195 出席者
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※ 1　ISO関連用語の解説
ツイニング： 2 ヶ国による（幹事国）協同運営，コ

ンビナー：（作業グループ）主査，プロジェクトリーダ：
提案の推進責任者，セクレタリ：国際幹事
※ 2　ISO規格用語の解説
TC：専門委員会，SC：分科委員会，WG：作業グルー

プ，AHG：特設グループ，PWI：予備作業項目，
AWI：活動中の作業項目，NP：新業務，WD：作業
ドラフト，CD：委員会ドラフト，DIS：国際規格ド
ラフト， FDIS：最終国際規格ドラフト，CIB：委員会
内投票
※ 3　組織略語の解説
AEM：米国機器工業会，AFNOR：フランス規格協会，BG 
BAU：ドイツ建設業界専門職協会（Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft），CEN：欧州標準化委員会，DIN：
ドイツ規格協会，VDMA：ドイツ機械技術工業協会
（Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau）

CEN/TC 151国際会議（オブザーバ参加）
8） CEN/TC 151/WG 8/SWG 3会議（9月12～13日）
出席者：ドイツ（7），イタリア（1），中国（2），日

本（2）　／コンビナー：ドイツHoffman 氏　計 12 名
ドイツコンビナーの司会で議事が進行され，次の項

目につき議論された。
－  EN 12001“コンクリート及びモルタル運搬，吹
付け及び打設機械─安全要求”見直し

－ 前回会議の議事録確認
－  Schwing 社提案に関する議論─“cleaning mode”
の提案

－  Liebherr 社コメントに関する議論
－ 新たなインプットに関する議論
－ 図，標題及びKey の確認
－ 次の段階，次回会合─ 2019 年 3 月中旬を予定

写真─ 11　CEN/TC�151/WG�8/SWG�3 会議風景

9） CEN/TC 151/WG 8/SWG 1会議（9月25～26日）
出席者：ドイツ（7），米国（1），フランス（2），中
国（1），日本（2）　／コンビナー：ドイツ Rudner 氏
　計 13 名
ドイツコンビナーの司会で議事が進行され，次の項
目につき議論された。
－ 前回会議の議事録確認
－ 未解決案件の議論
－ 受領したインプットの議論
－ 次の段階，次回会合　2019 年 2 月にフランクフ
ルトで開催
CEN会議の後，ドイツWG 8/SWG 1 コンビナーと
面談し，中国 SC 1/WG 5 コンビナーが推進する ISO/
CENウィーン協定下での ISO/PWI 19720-2 開発に協
力するよう，連携を依頼した。

写真─ 12　CEN/TC�151/WG�8/SWG�1 会議風景

3　所感
この国際会議は今回で 27 回目になる。2017 年より
SC 1 国際議長に就任した川上氏の万全な準備が功を
奏し，滞りなく SC 1 総会を運営することができた。
SC 1/WG 4 コンビナー清水氏による日本提案 ISO 
19711-1 トラックミキサ─ Part 1：用語及び商業仕様
が無事に発行されたことを受け，PWI 19711-2 同─
Part 2：安全要求の準備を開始した。中国提案 PWI 
19720-2 コンクリート及びモルタル準備用プラント─
Part 2：安全要求の SC 1/WG 5 中国コンビナーと歩
調を揃えて，ISO/TC 195/SC 1 側のリエゾンオフィ
サーとして CEN/TC 151/WG 8 傘下 SWG 会議への
初参加がVDMA事務局の協力により実現した。
これまでCEN/TC 151/WG 8 側の専門家が SC 1 総
会へ参加することはなく，ウィーン協定下で ISO を
策定する安全関連プロジェクトの停滞が懸案事項で
あったが，今回 EN 見直し作業の現場に立ち会い，
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CENでの進捗状況を直接確認することができた。
これを手掛りに各国コンクリート機械専門家の相互

理解を深め，ISO プロジェクト推進に CEN側の支持
を得られるよう，協業関係の構築に努める。prEN 
12609（日本提案 PWI 19711-2 に対応）の改訂版発行，
prEN 12151（中国提案 PWI 19720-2 に対応）及び
prEN 12001（コンクリート打設ブーム付きポンプ車
─過去に ISO 化を試みたが廃案，現在休止）の見直
し作業に関する情報収集の為，今後も CEN/TC 151/
WG 8 との連携を図る。VDMA事務局を通じて，或
いは今回面識を得た CEN側のコンビナーに直接，次
回 ISO/TC 195/SC 1 総会への積極参加も呼びかける
所存である。
SC 2 議長国，WG 5・WG 9 コンビナー国を務める

ドイツは，TC 195 総会以外にもWG/AHG 会議を頻
繁に開催するなど活動的である。TC 195 国内委員長
（兼 SC 2，WG 5，WG 8，WG 9 専門家）である山口
氏の参加により，各WGの作業案件について事前に
インプットしたコメントを的確に説明しただけでな
く，SC 2 の戦略的事業計画に対しても日本の立場に
基づく意見を具申することができた。
日本使節団の熱心な誘致により，2019 年の TC 195

総会を神戸で開催する日本提案が正式に了承された
（決議 13）ので，国内関係者で協力し，11 月開催に
向けて具体的な準備を進める所存である。
今後も，各国意見の調整を図ると共に SC 1 の活動

を促進し，TC 195 及び他 SC，WGへも可能な限り積
極的に参画していくことで，建設用機械及び装置産業
における日本の国際競争力維持 ･発展に貢献できると
考える。ただし，TC 297 との齟齬が解消された結果，
予てよりフランスAFNORが提案していた SC 3“穿
孔及び基礎工事用機械”の設置が承認され，また，
SC 2“道路作業機械及び関連機器”設置の波及効果
として，今回ドイツが新たに SC 4（仮）“道路建設機
械”（WG 5 から格上げ）を提案するなど，2013 年に
ドイツが提案した「TC 195 再構築プラン」が実現に
向けて動き出した。今後も傘下 SCの新設が続くと考
えられるので，国内体制の再検討も含め，審議団体引
受け・新 SCへの参画等に関し，引き続き JISC の理解・
支援が得られるよう要請していく。
また，Pメンバ国として日本意見の調整・発信に努

めるとともに，TC 195/TC 127/TC 82/TC 297 によ
る適用範囲の調整結果が正しく反映されるよう，引き
続き国内関係団体との連携を図る。

4　その他
今回 ISO/TC 195 国際会議の開催地となったハンブ 図─ 1　ハンブルク中央駅～パークハイアットホテル周辺案内図

写真─ 13　ハンブルク空港駅始発のS1線（写真提供：川上氏）

ルク市はドイツ北部に位置し，ベルリン市に次ぐドイ
ツ第 2位の大都市である。メンデルスゾーンやブラー
ムスの生地としてクラシック音楽ファンに親しまれて
いるだけでなく，サッカーチーム本拠地，自転車レー
ス開催地としても世界的に知られている。ハンブルク
国際空港駅から“S-Bahn”と呼ばれる郊外鉄道の S1
線を利用し，20 ～ 30 分程度でハンブルク中央駅まで
到達できる。
会議場兼宿泊場所のパークハイアット・ハンブルク

は，同駅から徒歩 5分以内と至便の位置にある。街路
沿いに多くの飲食店が座席を並べ，またオクトーバー
フェストの屋台もあり，大通りは観光客で賑わっていた。
中央駅の北側には，13 世紀初めにアルスター川を
堰き止めて造られた大小 2つの人造湖（外アルスター・
内アルスター）がある。また，中央駅の南側にはエル
ベ川へ続く運河に面した港湾施設や煉瓦造りの倉庫街
が広がっている。聖ニコライ教会跡や 19 世紀に建て
られたハンブルク市庁舎など，歴史的な建築物が現代
的な商業ビル群と共存しており，港町の風情に溢れる
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だけでなく，街並みが計画的に整備され，保守も行き
届いている印象を受けた。
9 月 20 日の ISO/TC 195 会議 4 日目終了後には，
VDMAが主催する社交行事に招待された。エルベ川
沿いの埠頭に係留された灯台船・レストラン“Das 
Feuerschiff”に乗り込み，機関室を改装したバーカウ
ンターのある宴会場で出席者同士の親交を深めた。

写真─ 15　メンケベルク通り～ハンブルク市庁舎（写真提供：川上氏）

写真─ 16　灯台船・レストラン“Das�Feuerschiff”外観

写真─ 17　TC�195 社交行事風景

2019 年の神戸国際会議でも社交行事を主催する予定
であり，ホスト国として今回の評価も踏まえた企画を
立案したい。
他方，CEN/TC 151/WG 8/SWG会議が開催された
フランクフルト・アム・マイン（通称フランクフルト
市）は，ドイツ中南部ヘッセン州を東西に流れるマイ
ン川沿いに位置し，前出のベルリン，ハンブルク及び
ミュンヘン，ケルンに次ぐドイツ第 5位の大都市であ
る。ドイツ経済，国際金融の中心として，また歴史・
文化の面でも，欧州中央銀行（ECB），マイン・タワー
（高層ビル），オペラ座，ゲーテ博物館など，観光資産
は枚挙に暇がない。
フランクフルト国際空港駅から“S-Bahn”郊外鉄
道の S8 又は S9 線を利用し，フランクフルト中央駅
の 2駅手前のフランクフルト・ニーダーラートで下車，
路面電車に乗り換えて 1駅隣りのビューロシュタット
から徒歩 5分ほどでプラザ・フランクフルト・コング
レスホテル，又は同ニーダーラート駅から徒歩 10 分
ほどでNHフランクフルト・ニーダーラートホテルに
到着する。いずれのホテルからもVDMAビル・別館

写真─ 14　聖ニコライ教会跡（写真提供：川上氏）
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FZHGは徒歩 5分以内の距離にあるが，オフィス街に
あり周辺に飲食店が少なく，些か不便である。
フランクフルト会議（前半）の 9月 11 ～ 15 日，ハ

ンブルク国際会議の 9月 16 ～ 21 日はドイツの国民的
行事（オクトーバーフェスト）期間と重なった為，ど
のホテルも一泊当たりの価格が通常の 2～ 3倍に高騰
し，かつ予約も取り難い状況となっていた。一方，フ
ランクフルト会議（後半）の 9月 22 ～ 27 日になると

写真─ 19　�S-Bahn ニーダーラート駅の高架下を通過する路面電車（写真
提供：川上氏）

図─ 2　フランクフルト・ニーダーラート駅～VDMA周辺ホテル案内図

写真─ 20　�プラザ・フランクフルト・コングレスホテル外観（クラウンプ
ラザホテルへ改装中）

写真─ 21　NHフランクフルト・ニーダーラートホテル入口

写真─ 18　フランクフルト市街中心部にある欧州中央銀行（ECB）

需要が一段落し，通常料金に戻っていた。議長国・ホ
スト国の事情ではあるが，国際会議開催時期の決定・
開催地の選定に当っては，混雑の激しい観光地や繁忙
期を避けるなど，多面的な配慮が必要である。
  （協会標準部会事務局記）
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九州新幹線彼
そのぎ

杵川橋りょう工事 見学会報告

機械部会

1．はじめに

JCMA機械部会の基礎工事用機械技術委員会では，
平成 30 年度現場見学会を 2018 年 12 月 12 日（水）に
九州新幹線（西九州ルート）彼杵川橋りょう工事で実
施した。
参加者は事務局を含め 10 社 10 名であった。

2．工事の概要

工 事 名：九州新幹線彼杵川橋りょう
発 注 者：� 鉄道建設・運輸設備整備支援機構� �

九州新幹線建設局
施 工 者：�鹿島・富士ピー・エス・梅林特定建設工

事共同企業体
工事場所：長崎県東彼杵郡東彼杵町地内

3．現場見学

（1）工事概要
本工事は工事区域全体が地すべり防止区域となって

いるため，橋長約 370 mの橋りょう本体工事に加え，
地すべり防止工が計画されている。
地すべり防止工は鋼管抑止杭形式となっており，硬質
岩盤層（CM・CH級）に深く根入れするため，「ジャイ

ロプレス工法（回転切削圧入工法）」が採用されている。
図─ 1に全体一般図を示す。見学会は B1 ブロック
の施工を中心に行った。
【地すべり防止工数量】
鋼管抑止杭 183 本　（φ 1,200 mm，t ＝ 17 mm）
B1 ブロック：74 本（L＝ 26.5 ～ 33.5 m）
B2-1 ブロック：18 本（L＝ 32.5 ～ 34.5 m）
B2-2 ブロック：91 本（L＝ 29.0 ～ 43.5 m）

（2）施工方法
φ 1,200 mmの抑止杭は 3.0 m 間隔で配置されてい
るため，ジャイロプレス工法のうちの飛び杭施工用の
「スキップロック工法」で施工されている。

図─ 1　全体一般図

図─ 2　スキップロックGRBシステム概念図
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さらに，圧入機（ジャイロパイラー：圧入力 1,500�
kN，回転トルク 900 kN・m）を先頭に，動力源である
パワーユニット，杭を吊込む20 t吊クランプクレーン，
作業基地から杭を搬送するパイルランナーが杭天端を
作業軌道として一連の圧入工程を実施する「GRB シ
ステム」も採用されている（図─ 2）。本システムに
より，別途仮設桟橋や迂回路が不要となっている。

（3）現場見学
「GRBシステム」は，これまで飛び杭での施工例が
無く，当現場で初めて採用された。また，併せて鋼管
杭上に仮設構台を構築可能な「GRB システム」も初
適用されている（写真─ 1，2）。

見学当日は全 183 本中 67 本を施工中であった。硬
質地盤への根入れが深いため（10 m以上），鋼管先端
ビットの摩耗や鋼管内閉塞により，圧入には大変苦労
しているとのことであった。ビットの配置変更や追加
等により，日々改良を重ね生産性の向上を図っている
（写真─ 3）。

4．おわりに

国内初適用機械による施工状況を実際に確認できた
ことは非常に有意義であった。また，硬質地盤掘削の
難しさも改めて感じた。

謝　辞
今回の現場説明，案内をして頂いた鹿島建設㈱現場
職員各位には，当委員会見学を快くお受け頂きました
ことを心より厚く感謝し御礼申し上げます。
�

写真─ 3　鋼管先端ビット配置状況

写真─ 4　記念撮影（右奥抑止杭施工箇所）

［筆者紹介］
亀井　良至（かめい　りょうじ）
鹿島建設㈱
機械部技術 2グループ
グループ長

写真─ 1　施工状況

写真─ 2　GRBプラットフォーム組立状況
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04-398
ドリルジャンボを用いた

ロックボルト工の機械化施工
鹿島建設

古河ロックドリル

▶概　　　要

山岳トンネルにおけるロックボルト工では，穿孔はドリル

ジャンボによる機械主体の施工であるが，その後のモルタル注

入やロックボルトの挿入作業は，人力主体で行っている。

一例として，内空断面積約 100 m2 の道路トンネルで，1サ

イクル（奥行き 1 m）当たり 26 本のロックボルトを施工する

場合，掘削作業のうちロックボルト工に要する時間は全体の

37％を占める。

また，1本 6 mで約 20 kg のロックボルトを取り扱うには，

人的負担も大きく，また切羽近傍の作業となるため，安全にも

十分注意する必要がある。

そこで，ロックボルト工のうちモルタル注入とロックボルト

挿入作業を，ドリルジャンボを用いて機械化することにより，

生産性と安全性を共に向上させた。

▶特　　　徴

（1）モルタル注入作業

3 ブームドリルジャンボのセンターブームをモルタル注入専

用として，このブームのドリフター（削岩機）にモルタル注入

管を設置し，ドリフターの操作により穿孔部に注入管を挿入す

ることで，モルタル注入を行える機構とした。

（2）ロックボルト挿入作業

残り 2つの穿孔用ブームのガイドセル前方に受け架台，ドリ

フター後方にホルダーを装着し，これらにロックボルトを設置

した後に，ドリフターの操作により穿孔部にロックボルトを挿

入，最後に先端部の挿入パッドで確実に押し込む機構とした。

（3）実工事への導入および効果

本装置を実工事に導入した結果，施工性に問題がなく，2つ

の作業を機械化したことにより，作業時間が従来の約 4分の 3

に短縮するとともに，切羽近傍における人力作業を軽減するこ

とで，安全性が飛躍的に向上した。

また，機械化に伴い均質な施工が可能となり，ロックボルト

工の品質向上効果も期待できる。

▶用　　　途

・山岳トンネル工事全般

▶実　　　績

・日高自動車道　新冠町　大狩部トンネル工事

トンネル延長 2,151 m，内空断面積 100.3 m2

▶問 合 せ 先

鹿島建設㈱　土木管理本部　土木技術部

〒 107-8348　東京都港区赤坂 6-5-11

TEL：03-5544-0499

図─ 1　モルタル注入装置

モルタルデリバリーホース 

ドリフター 

モルタル注入管 ガイドセル 

図─ 2　ロックボルト挿入装置

受け架台 

ホルダー 

ロックボルト 

挿入パッド 

図─ 3　人力作業と機械化施工との比較
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11-112 重機搭載レーザー計測システム フジタ
ジオサーフ CS

▶概　　　要

近年の土工事は，建設機械の ICT化により，重機運転の経

験が浅いオペレータでも熟練者と同等の作業が可能になるなど

目覚しい進化を遂げている。しかし現状の ICT化は，重機オ

ペレータへ作業中の刃先位置を表示し，設計ラインを超えない

よう誘導する技術であり，操作の簡便化は図れるものの，作業

面全体の形状変化や設計面との差分量が分からないため，施工

中の出来形精度を確認するには，巻尺やレベルを用いた計測作

業が必要となっていた。

そこで，土工事の出来形管理に利用する「重機搭載レーザー

計測システム」を開発した。本システムは重機に搭載した LS

の計測により，移動しながら現場内の任意の位置で面的な出来

形座標をリアルタイムに取得するもので，LSと GNSS 受信機，

傾斜計，解析モニタで構成する（写真─ 1，2）。オペレータが

運転席で計測ボタンを押し，計測範囲を重機が旋回スキャンす

ることで，GNSSが位置座標，LSが作業面までの距離，傾斜計

が重機姿勢を各々計測し演算処理を行い，その結果を現況の点

群データに変換。このデータを3次元設計データと重ねあわせ，

差分を色分けしたヒートマップ（写真─ 3）で表示することで，

現況と設計を比べ切土すべきか盛土すべきかの判断や出来高土

量も容易に算出できる。また，点群データを専用ソフトに取り

込めば，ヒートマップの応用により規格値に比べて異なる計測

箇所を色分け表示し，出来形合否判定が可能となる。また，精

度に関しては，現場検証の結果，測定距離 15 m以内において

± 50 mm以内の精度で計測できることが確認でき，国土交通

省で示された出来形管理の基準値を満たすものとなった。

本システムは，作業中にオペレータ自らが計測し，リアルタ

イムな出来形良否判定をすることで，施工の不具合箇所を直ち

に手直しできるため，生産性の向上と品質の確保に貢献できる。

▶特　　　徴

・屋外用の安価な 2次元 LSを使用し，重機を旋回させて計測

することで 3次元データを取得できるため，高価で耐久面で

課題のある3次元 LSに比べ，汎用性と普及性の高いシステム

・作業の進捗に応じた部分的な LS計測で，簡易的な出来高数

量の算出が広範囲で可能

・重機に外付けで容易に搭載でき，計測は運転席のタッチスク

リーンで操作が可能

・UAV測量のように雨天・強風など作業環境や地形条件の影

響を受けずに安定した測量が可能

・計測時間が短いため，測量作業が大幅に省力化され土工事の

生産性が向上

▶用　　　途

・土工事の切盛土工，法面整形工

▶実　　　績

・土岐口開発造成工事（1）

開発面積 37.6 ha

▶問 合 せ 先

㈱フジタ　建設本部　土木エンジニアリングセンター

〒 151-8570　東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-25-2 修養団 SYDビル

TEL：03-3796-2304

写真─ 1　システム全景（計測中）

写真─ 2　システム構成

写真─ 3　ヒートマップ
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▶〈03〉積込機械

18-〈03〉-04
キャタピラージャパン
ホイールローダ
 Cat 986K

’18.7発売
新発売

オフロード法 2014 年基準に適合したホイールローダである。

パフォーマンスシリーズバケットにより，バケットフロアを長め

にとり，完全に平らにしたことで材料は最小限の抵抗でバケットに

入り込む。サイドバーを改良して材料の保持力を高めている。

オフロード法少数特例 2014 年基準同等に適合する。また，マシ

ンのリビルド（再生）を可能にする設計により，部品やコンポーネ

ントのリビルドプログラムを提供している。

ステアリングホイールがない STIC レバーステアリングを標準装

備している。

昇降用階段を左右両側に標準装備し，階段ライト，警告付シート

ベルトも装備している。リアビューカメラの他，車両後方の障害物

をレーダーで検知しオペレータに警告する Cat Object Detect シス

テム（車両後方障害物検知システム）をオプションで装着できる。

燃料給油口や尿素水の補充をはじめ，日々のメンテナンスやサー

ビスポイントへのアクセスはグランドレベルで行える。フィルタ類

の交換間隔を延長している。

表─ 1　Cat986K の主な仕様

運転質量  （kg） 44,818

標準バケット容量  （m3） 6.1

エンジン名称 Cat C15 ACERT

総行程容積  （ℓ） 15.2

定格出力  （kW） 335

速度段 前進 4段，後進 4段

最高速度 前進／後進  （km/h） 39.0／40.8 

標準販売価格（販売標準仕様，港裸渡し，税別）
  （千円） 90,606

問合せ先：キャタピラー（同） GCI Marketing Innovation

〒 220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1

写真─ 1　キャタピラージャパン　Cat986K　ホイールローダ

▶〈07〉せん孔機械およびブレーカ

18-〈07〉-01
古河ロックドリル
油圧ブレーカ
 Fxj1070

’18.08発売
新機種

65 ～ 110 トンクラスの油圧ショベルに搭載可能な油圧ブレーカ

である。

従来機と同様に油圧・ガス併用型の打撃システムだが，油圧バル

ブや通路配置の見直し，ガス室の容積アップを図り，従来機に対し

打撃出力を 10％向上させている。

また，打撃用ピストンの支持にはライナ方式を採用してピストン

摺動時の調芯性の向上を図り，さらに摺動性に優れた表面処理と組

み合わせることにより，過酷な作業環境においても安定した打撃性

能を発揮できる。規定時間ごとに必要なロッド摺動部へ給脂する

オートグリス装置により，メンテナンス性の向上を図っている。オー

トグリス装置は油圧ブレーカ本体に直接，　配管・装着され，油圧

ショベル本体からの配管は不要である。

ブラケットは超低騒音仕様を採用し，油圧ブレーカ本体を遮音性

表─ 2　Fxj1070 の主な仕様

搭載ショベル質量  （ton） 65-110

本体質量（ロッド含む）  （kg） 3,200

総質量  （kg） 6,550

全長  （mm） 4,633

打撃数  （min－1） 200-280

消費油量  （L/min－1） 380-420

作動圧力  （MPa） 16-18

ホース径（OUT/IN）  （mm） 32/32

ロッド径  （mm） 210

価格  （百万円） 50.8（税抜）

写真─ 2　古河ロックドリル　Fxj1070　油圧ブレーカ
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と衝撃吸収性に優れたダンパを介して密閉性の高いボックスで保持

することで，打撃騒音を低減し，騒音が問題となる都市土木での活

用を図っている。また，打撃振動も低減されるため，オペレータの

疲労低減のみならず，油圧ショベルの部品に与える負荷を軽減して

いる。

問合せ先：古河ロックドリル㈱　生産本部 高崎吉井工場　開発設

計部 さく岩機設計課

〒 370-2132　群馬県高崎市吉井町吉井 1058 番地

▶〈10〉環境保全およびリサイクル機械

18-〈10〉-01
古河ロックドリル
SRC解体大割用圧砕機
 Vz-7

’18.07発売
新機種

1 台で，コンクリート破砕，H型鋼と鉄筋に密着しているコンク

リートの剥離作業からH型鋼・鉄筋の切断作業まで行える圧砕機

である。

S（鉄骨）構造，RC （鉄筋コンクリート）構造物解体にも対応でき，

特にRC解体では，カッターが長いことにより圧砕と鉄筋切断が同

時に行え，安全性と作業効率の向上を図っている。

センタピン径およびセンタピンのネジサイズ径をアップすること

により耐久性を向上させたほか，フレームボス内側とアームボス外

側の両方にフリクションプレートを配置し，フリクションプレート

同士を摺動させることでアームの開きやガタツキを抑える構造とし

ている。フリクションプレートには耐摩耗鋼であるHARDOX500

相当材を採用している。

カッターの切断能力を持続させるため，シム調整によりフレーム

とアームとの隙間を極力少なくし，センタピンナットを 15 度ピッ

チでロックプレート固定することでボス部の隙間を 0.1 mm以下に

調整可能としている。

構造物の解体作業では，高所での作業となるため，油圧ショベル

のブームやアームの軽量化に対し 3次元 CADによる解析技術によ

り，ショベルの安定性を確保するとともに，素材に高強度耐摩耗特

殊鋳鋼を採用し，軽量化と耐久性の両立を図っている。

対象物を確実につかみ，食い込み，破砕しやすいよう，ウエッジ

アームのふところ幅を広く，ふところ長を大きくし，さらに，2本

シリンダの特長を生かしたセンタピン配置とアーム形状により，開

口幅 1,050 mm，先端破砕力 990 kN を実現している。

アームの根元には，重量鉄骨鋼材（350H 形鋼）の切断も可能な

全長 500 mmのカッター刃を装備し，強力な切断力により作業の効

表─ 3　Vz-7 の主な仕様

質量  （kg） 2,590

全長　　　  　　　　　　（mm） 2,475

全幅　　　  　　　　　（mm） 1,760

最大開口幅　　　  　　　（mm） 1,050

先端破砕力　　　　　  　　（kN） 990

カッター中央切断力　　  　（kN） 2,634

カッター長　　　　  　　　（mm） 500

常用圧力　　　　  　　　（MPa） 32

推奨油圧ショベル質量  　（ton） 19 ～ 25

価格（必須）  　　（百万円） 13.5

問合せ先：古河ロックドリル㈱　生産本部

〒 370-2132　群馬県高崎市吉井町吉井 1058 番地

写真─ 3　古河ロックドリル　Vz-7�SRC　解体大割用圧砕機

率化を図っている。

摺動部の給脂には，モリブデンなどの重金属を含まないカルシウ

ムスルフォネートコンプレックスを増ちょう剤として配合した自社

純正アタッチメントグリスを使用している。極圧性・耐水性・耐熱

性に優れた極圧グリスであり，定期的な給脂によりピン・ブッシュ・

プレート等の摩耗を大幅に低減できる。

閉口スピードをアップする大容量ハイスピードバルブ，油圧シリ

ンダのピストンロッドを保護するシリンダカバー，フレーム内への

異物混入を防ぐフレームサイドカバーを標準装備している。

操作性に優れた独自の 360°フリー旋回機構により良好な視界を

確保することで，あらゆる方向・角度での連続作業を可能としてい

る。オプションで油圧旋回モータで駆動する油圧旋回タイプも設定

されている。
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〈19〉建設ロボット，情報化機器

18-〈19〉-07
酒井重工業
転圧管理システム

’18.07 発売
新機種

国土交通省「TS･GNSS を用いた盛土の締固め管理要領」に対応

した，ローラの締固め回数を管理するシステムである。同時に，加

速度応答法による締固め管理装置 CCVを標準搭載しており，締固

め回数と同様の分布図が帳票可能である。

機器構成は，GNSS アンテナ，ディスプレイ，接点ユニット，

CCV一式のみとなっており，ネットワーク型RTK-GNSS による使

用を主としている。従来の GNSS 受信機，無線機器およびノート

PC等の機能はディスプレイに集約されており，各機器の設定は大

幅に簡略化されている。

ディスプレイには，位置情報の取得に高精度 L1-RTK-GNSS モ

ジュールを採用し，コストパフォーマンスの向上を図っている。ま

た，2周波測位に比べ，1周波測位のデメリットであった測位精度

の初期化時間は，大幅に改善されている。

締固め管理データの伝送は，クラウドネットワークを介して行わ

れるため，施工データおよび帳票の作成は，ネットワーク環境があ

ればどこからでも可能である。計測データは，ディスプレイに

LTEモジュールを標準搭載しているため，常時クラウドネットワー

クに接続可能であり，計測終了後に自動でアップロードされる。

CCVについては，試験施工の結果を入力することにより，現場

密度との相関性が確認可能である。同時に，締固め回数や CCV管

理値の提案値を示すことで，CCVの運用性向上を図っている。

表─ 4　転圧管理システムの主な仕様

電源電圧  （V） 10.8 ～ 30

使用温度環境  （℃） －10 ～ 50

使用湿度環境  （％） 85

全長×全幅×全高（ディスプレイ）
  （mm） 76 × 351 × 220

表示機能（ディスプレイ） 10.1 インチワイド

質量（GNSS アンテナ ･ディスプレイ
／CCV）  （kg） 4.66/2.77

適用機種 SV513，SV514

耐振動（ディスプレイ /CCV） MIL-STD810G 準拠／5 G以下

環境耐性（GNSS アンテナ ･ディスプ
レイ／CCV） IP67／IP65

価格  （百万円） 3.2

（注）信頼性を維持するために定期的な点検が必要。

問合せ先：酒井重工業㈱　技術開発部

〒 350-1156　埼玉県川越市中福 849

写真─ 4　酒井重工業　転圧管理システム　ディスプレイ

写真─ 5　酒井重工業　転圧管理システム　CCV帳票例
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建設工事受注動態統計調査（大手 50 社） （単位：億円）

年　　月 総　　計

受　　　注　　　者　　　別 工　事　種　類　別
未消化 
工事高 施工高民　　　間

官 公 庁 そ の 他 海　　外 建　　築 土　　木
計 製 造 業 非製造業

2011 年 106,577 73,257 15,618 57,640 22,806 4,835 5,680 73,983 32,596 112,078 105,059
2012 年 110,000 73,979 14,845 59,133 26,192 4,896 4,933 76,625 33,374 113,146 111,076
2013 年 132,378 89,133 14,681 74,453 31,155 4660 7,127 90,614 41,463 129,076 120,941
2014 年 139,286 80,477 16,175 64,302 43,103 4822 10,887 86,537 52,748 138,286 125,978
2015 年 141,240 96,068 19,836 76,235 35,633 4993 4,546 95,959 45,281 141,461 141,136
2016 年 146,991 99,541 17,618 81,923 38,894 5247 3,309 98,626 48,366 151,269 134,037
2017 年 147,828 101,211 20,519 80,690 36,650 5183 4,787 99,312 48,514 165,446 137,220

2017 年 11 月 11,379 8,357 1,883 6,474 2,018 423 582 7,580 3,800 163,423 12,380
12 月 13,789 10,120 2,613 7,507 3,265 －4 407 10,202 3,586 165,446 14,276

2018 年  1 月 9,256 6,082 1,439 4,644 2,213 491 469 6,269 2,987 165,251 9,284
2 月 12,479 8,030 2,160 5,870 3,428 383 638 7,722 4,757 159,835 20,576
3 月 22,717 15,428 3,004 12,424 5,894 556 839 14,500 8,216 171,191 22,294
4 月 10,212 7,007 1,473 5,534 2,473 438 293 5,763 4,448 171,322 11,334
5 月 8,921 6,449 2,271 4,178 1,940 330 202 6,091 2,830 161,200 8,310
6 月 12,424 9,114 2,245 6,869 2,100 487 723 8,989 3,435 171,024 13,637
7 月 9,439 6,656 2,205 4,451 1,445 358 980 6,221 3,217 170,413 9,782
8 月 9,390 6,336 1,863 4,474 2,564 380 109 6,512 2,878 169,926 11,352
9 月 14,917 11,535 2,443 9,092 2,382 444 555 10,589 4,328 170,358 15,558
10 月 8,982 6,236 1,417 4,820 2,029 430 285 6,052 2,930 264,920 27,554
11 月 10,161 7,584 1,656 5,929 1,869 325 383 7,261 2,900 － －

建　設　機　械　受　注　実　績 （単位：億円）

年　  　月 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 17 年
11 月 12 月 18 年

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月 10 月 11 月

総　      　 額 19,520 17,343 17,152 18,346 17,416 17,478 21,535 1,757 1,936 1,617 1,770 2,237 1,784 1,906 1,923 1,836 2,132 1,932 1,940 1,921
海  外  需  要 15,163 12,357 10,682 11,949 10,712 10,875 14,912 1,273 1,474 1,185 1,206 1,654 1,309 1,313 1,375 1,250 1,525 1,318 1,356 1,353
海外需要を除く 4,357 4,986 6,470 6,397 6,704 6,603 6,623 484 462 432 564 583 475 593 548 586 607 614 584 568

（注））2011 ～ 2013 年は年平均で，2014 ～ 2017 年は四半期ごとの平均値で図示した。
2017 年 11 月以降は月ごとの値を図示した。

出典：国土交通省建設工事受注動態統計調査
　　　内閣府経済社会総合研究所機械受注統計調査
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機械部会

■油脂技術委員会 高効率作動油関連小委
員会　
月　日：12 月 3 日（月）
出席者：豊岡司委員長ほか 7名
議　題：高効率作動油の規格案について
の議論

■除雪機械技術委員会
月　日：12 月 4 日（火）
出席者：太田正樹委員長ほか 14 名
議　題：①国土交通省から除雪機械の開
発の方向性に関する説明　②日本建設
要覧見直し完了の報告　③除雪現場見
学会の実施要領の説明　④ロータリ分
科会取組状況の報告：ロータリ除雪車
の安全対策の件　⑤建設機械施工 10
月号掲載記事の内容説明：「除雪作業
従事者の実態と体制確保に向けた課
題」「除雪グレーダの最新技術動向」　
⑥協会からの報告：「ICT 施工の推進
状況」　

■トンネル機械技術委員会 見学会 新東名
高速道路高取山トンネル西工事現場見学
月　日：12 月 5 日（水）
参加者：篠原慶二幹事ほか 21 名
見学内容：①工事現場概要説明　②工事
現場見学　③質疑応答

■コンクリート機械技術委員会　
月　日：12 月 6 日（木）
出席者：佐野和幸副委員長ほか 10 名
議　題：① JIS A 8612：2008 （コンクリー
トポンプ車のブーム装置先端のホース
延長について）について全圧連からの
要求事項に対する討議　②HP見直し
の件　③標準部から ISO/TC 195 国際
会議（2019 年 11 月神戸にて開催）の
説明　④委員長，副委員長の改選の件

■ショベル技術委員会　
月　日：12 月 7 日（金）
出席者：西田利明委員長ほか 8名
議　題：①建設業部会でまとめた機械災
害の事例分析と安全に対する検討につ
いて　②次期燃費基準の件：作業燃費
検討WGの報告と燃費低減技術アン
ケートに関する討議　④次期排出ガス
規制対応部会（11/15 開催）の概要報
告　⑤標準部から：ミニショベル騒音
測定（JISA8317-1）の車体基本寸法の
解釈について

（2018 年 12 月 1 日～ 31 日）

行 事一覧
■基礎工事用機械技術委員会 見学会 九州
新幹線彼杵川橋りょう工事現場見学
月　日：12 月 12 日（水）
参加者：遠藤智委員長ほか 9名
見学内容：①彼杵川橋りょう工事概要説
明　②地滑り抑止杭施工の説明　③工
事現場見学　④質疑応答

■トラクタ技術委員会　
月　日：12 月 14 日（金）
出席者：椎名徹委員長ほか 6名
議　題：①次期燃費基準の件：燃費デー
タ測定結果の説明，燃費低減技術アン
ケートに関する討議　②次期排出ガス
規制対応部会（11/15 開催）の概要報
告　③製品トピックス紹介：日立建機
の新型ホイールローダの紹介　

■油脂技術委員会　
月　日：12 月 18 日（火）
出席者：豊岡司委員長ほか 22 名
議　題：①燃料エンジン油関係…バイオ
燃料の最近の話題　②高効率作動油関
連…12/3 開催の小委員会の報告と規
格策定に関する議論　③規格普及促進
関係…a）JAMAエンジンオイルセミ
ナー 2019 の件，b）マイクロクラッ
チ標準油ラウンドロビンテスト進捗報
告　④油脂技術委員会…a）JCMA油
脂規格普及促進協議会運営委員会の改
組及び会議運営法についての議論，b）
日本建設機械要覧の見直し完了の報
告，c）見学会に関する報告

■建築生産機械技術委員会（ラフテレーン
作業燃費分科会）
月　日：12 月 19 日（水）
出席者：石倉武久委員長ほか 4名
議　題：①ラフテレーン作業燃費につい
て…次期燃費基準の件（作業燃費検討
WG（10/11 開催）の概要報告），80 t
クラスの分類についての検討　

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：12 月 20 日（木）
出席者：坂下幹事ほか 6名
議　題：① ICT 技術アンケート結果ま
とめ方について　②見学会について…
シールドトンネル見学会の実施要領の
確認　③技術講演会の詳細についての
最終確認　④油脂技術委員会依頼の見
学会について…油脂技術委員会メン
バーとの打合せ　

標準部会

■ ISO/TC 127土工機械委員会国内総会
月　日：12 月 17 日（月）
出席者：正田明平委員長（コマツ）ほか
24 名

標　準　部　会

場　所：協会内会議室
議　題：① ISO/TC 127 中国柳州総会（10
月 21 日～ 26 日）の報告　②TC 127
委員会，SC 1 ～ SC 4 各分科会活動計
画及び進捗状況

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

5有志会合
月　日：12 月 20 日（木）
出席者：山本主査（コマツ）ほか 15 名
場　所：協会内会議室
議　題：① 11 月米国コロラド会議（@
トリンブル社）結果報告及び今後の対
応方針協議　② ISO/AWi TS 15143-4 
第 4 部：施工現場地形データ 関連事
項　③現場座標系，ディジタル地形モ
デル，作業結果，サーバ間交信，メタ
データ検討特設チームへの対応方針協
議　④車載高速通信プロトコル　⑤ISO/
TS 15143-3 第 3 部：テレマティクス
データ 関連事項　⑥その他ISO 15143
全般

建設業部会

■クレーン安全情報WG

月　日：12 月 5 日（水）
出席者：久松栄一主査長ほか 10 名
議　題：①クレーン休業姿勢 アンケー
ト結果報告書の骨子検討（久保委員）
②教本改訂に向けての検討（災害事例
報告・改訂に伴う校正作業分担）　　
③災害事例報告　④その他

■機電 i-Con現場WG

月　日：12 月 19 日（水）
出席者：宮内良和主査ほか 7名
議　題：①「i-Con 事例」及び「ICT 安
全の事例」に関して，HP会社との打
ち合わせ報告と報告書に向けた分析報
告…i-Con 事例について（宮川・岩野），
ICT 安全について（田中・相田）　　
②その他

■三役会
月　日：12 月 21 日（金）
出席者：金丸清人部会長ほか 3名
議　題：①各 3WG報告　②合同部会に
ついて　③その他・下期見学会につい
て

レンタル業部会

■コンプライアンス分科会
月　日：12 月 4 日（火）
出席者：平清二郎部会長ほか 8名
議　題：①レンタル機器納入・引取時に
おける諸問題についてのまとめ　②来
年度検討業務の確認　③その他
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■レンタル業部会
月　日：12 月 6 日（木）
出席者：平清二郎部会長ほか 16 名
議　題：①分科会活動状況報告　②各社
の取組事項，部会員共通の問題，課題
について　③その他

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：12 月 5 日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 23 名
議　題：①平成 31 年 3 月号（第 829 号）
の計画の審議・検討　②平成 31 年 4
月号（第 830 号）の素案の審議・検討
③平成 31 年 5 月号（第 831 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 12
月号～平成 31 年 2 月号（第 826 ～
828 号）の進捗状況報告・確認

■新工法調査分科会
月　日：12 月 11 日（火）
出席者：戸崎雅之委員ほか 3名
議　題：①新工法情報の持ち寄り検討　
②新工法紹介データまとめ　③その他

■建設経済調査分科会
月　日：12 月 12 日（水）
出席者：山名至考分科会長ほか 5名
議　題：① i-Construction について，今
後の動向について　② Cat，ICT建機
の動画紹介　③建設機械産業の現状と
今後の予測 原稿検討

■新機種調査分科会
月　日：12 月 25 日（火）
出席者：江本平分科会長ほか 5名
議　題：①新機種情報の持ち寄り検討　
②新機種紹介データまとめ　③その他

支部行事一覧

北海道支部

■北海道支部親睦会
月　日：12 月 7 日（金）
場　所：センチュリーロイヤルホテル
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 65 名

■平成 30年度第 4回除雪機械技術講習会
の打合せ
月　日：12 月 20 日（木）
場　所：北海道支部会議室
出席者：伊藤正樹技術委員会委員長ほか
14 名

議　題：①平成 30 年度実施結果　②平
成 31 年度実施計画　③その他

支部行事一覧

東北支部

■企画部会
月　日：12 月 3 日（月）
場　所：東北支部 事務局会議室
出席者：木村信悦企画部会長ほか 5名
議　題：第 2回支部運営委員会について
…①平成 30 年度上半期事業報告につ
いて　②平成 30 年度上半期事業決算
状況について　③「ゆきみらい 2019 in 
新庄」について　④「職域代表の推薦」
について

■第 2回支部運営委員会
月　日：12 月 5 日（水） 
場　所：仙台市 パレス宮城野 
出席者：高橋弘支部長ほか 23 名 
議　題：第 2回支部運営委員会について
…①平成 30 年度上半期事業報告につ
いて　②平成 30 年度上半期事業決算
状況について　③「ゆきみらい 2019 in 
新庄」について　④「職域代表の推薦」
について

■監査法人監査（平成 29・30年度）
月　日：12 月 10 日（月） 
場　所：支部会議室 
出席者：本部：森園経理課長，東北支部：
阿曽貢貴事務局長ほか 2名 

実施項目：①概況ヒアリング（組織体制，
収支状況，会員の状況等）　②現預金
関係の検討（現金，通帳実査）　③収
益関係の検討　④会員の管理状況検討
⑤経費関係の検討　⑥貸借対照表残高
の検討　⑦本部提出資料の作成に関す
る検討　⑧支部規程の閲覧 

■「ゆきみらい 2019in新庄」除雪機械展示・
実演会 出展者会議
月　日：12 月 11 日（火） 
場　所：新庄市 最上広域交流センター
ゆめりあ会議室 

出席者：水口辰夫本部企画部長ほか 30
名
内　容：①「ゆきみらい 2019  in 新庄」
基本計画について　②除雪機械展示・
実演会 実施計画について　③除雪機
械展示・実演会 実施体制について 

■「ゆきみらい 2019in新庄」第 5回担当
者会議
月　日：12 月 11 日（火） 
場　所：新庄市 新庄市役所 
出席者：尾崎幸男東北地方整備局技術企
画官ほか 19 名 
内　容：①広報について　②契約状況に
ついて　③除雪機械展示・実演会につ
いて　④その他協議事項　⑤意見交換

■平成 30年度 i-Construction（ICT活用工
事）研修
主　催：㈱パスク 技術事業部 
月　日：12 月 14 日（金） 
場　所：仙台市 公益ビル 
内　容：① ICT 活用工事の概要・3 次
元出来形管理等の施工管理　② ICT
活用工事の留意点　③点群処理と 3次
元設計データ作成
講　師：情報化施工技術委員会 鈴木勇
治委員長，中村充彦委員 

北陸支部

■ ICT推進委員会
月　日：12 月 4 日（火）
場　所：新潟県建設会館
出席者：樋口昌幸 ICT 推進委員長ほか
15 名，北陸地方整備局 元平課長補佐・
直井技術情報管理官
課　題：①けんせつフェア北陸 in 富山
2019（仮称）の出展について　②北陸
管内における ICT 活用状況調査につ
いて　③ ICT 活用工事における地方
整備局の要望について

■北陸 ICT戦略研究会
月　日：12 月 13 日（木）
場　所：新潟国道事務所 B棟大会議室
出席者：堤雄生事務局長
議　題：①平成 30 年度 ICT活用講習会・
見学会 結果報告　②平成 30 年度 ICT
活用工事報告会計画について　③平成
30 年度の実態を踏まえた課題討議

■第 2回除雪管理施工技術講習会 反省会
月　日：12 月 14 日（金）
場　所：JCMA北陸支部
出席者：樋口昌幸 ICT 推進委員長ほか
8名
課　題：①除雪講習会の過去 5カ年受講
者の実態について　②他支部の除雪講
習会について　③除雪講習会のアン
ケート結果について　④除雪講習会受
講者の企業数について　⑤除雪技術実
技講習会（南魚沼地域振興局）につい
て

■第 2回建設機械整備技術員会（標準作
業工数検討委員会）
月　日：12 月 21 日（金）
場　所：新潟県建設会館
主席者：水澤和久建設機械整備技術委員
会委員長ほか 22 名，北陸地方整備局 
以倉委員，新潟県道路管理課 水上課
長補佐
議　題：①新機種等改定全般について（改
定要旨）　②除雪トラック，除雪グレー
ダ，除雪ドーザ，ロータリ除雪車　③
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小形除雪車，散布車，管理シシテム 
改定（案）について　④工数表改定ス
ケジュール（案）について　⑤平成
22 年版 標準作業工数（除雪機械偏）
の販売数について

中部支部

■学生のための ICT講座
月　日：12 月 10 日（月），12 日（水）
場　所：愛知工業大学
参加者：工学部土木工学科 1年 132 名（12
月 10 日），工学部土木工学科 2年 144
名（12 月 12 日）
講　師：サイテックジャパン㈱ 鈴木勇
治氏（12 月 10 日），㈱中部テクノス 
大竹日出夫氏（12 月 12 日）

内　容：最新の建設 ICT技術等の紹介
■学生のための ICT講座
月　日：12 月 13 日（木）
場　所：静岡県立浜松工業高等学校
参加者：土木科 3年 38 名
講　師：㈱シーティーエス 中山俊彦氏，
酒井満氏
内　容：最新の建設 ICT技術等の紹介
■学生のための ICT講座
月　日：12 月 21 日（金）
場　所：名城大学
参加者：理工学部社会基盤デザイン工学
科 3年 102 名
講　師：施工企画課施工係長 出口大治
氏，㈱建設システム 柳田信氏

内　容：最新の建設 ICT技術等の紹介

関西支部

■福井河川国道事務所との意見交換会
月　日：12 月 10 日（月）
場　所：近畿建設協会福井支所 会議室
参加者：松本克英事務局長以下 38 名
内　容：①意見交換会の経緯および成果
②受注者の点検整備業務履行における
努力・工夫・課題等について　③点検
性業務の履行における意見・要望等に
ついて

■ 建設用電気設備特別専門委員会（第447回）
月　日：12 月 10 日（月）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①「JEM-TR121 建設工事用電
機設備機器点検保守のチェックリス
ト」見直し検討　②その他

■ 平成 30年度施工技術報告会第 3回幹事会
月　日：12 月 18 日（火）
場　所：関西支部 会議室
出席者：松本克英事務局長以下 11 名
議　題：①発表原稿　②査読担当　③原
稿執筆要領　④作成見本　⑤「会告文」
について　⑥「まえがき」について　
⑦当日役割分担　⑧今後のスケジュー
ル

■近畿地方整備局との意見交換会
月　日：12 月 20 日（木）
場　所：プリムローズ大阪　
参加者：松本克英事務局長以下 32 名
内　容：土木機械設備に関する要望事項
について

中国支部

■第 5回部会長会議
月　日：12 月 14 日（金）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：鷲田治通企画部会長ほか 4名
議　題：①平成 30 年度意見交換会の準
備状況について　②事業執行の進捗管
理と平成 31 年度事業計画（案）につ
いて　③その他懸案事項

■平成 30年度土木機械設備関係意見交換
会　
月　日：12 月 17 日（月）
場　所：中国地方整備局会議室
出席者：竹田中国地方整備局企画部施工
企画課長ほか 23 名
内　容：①アンケート結果に基づく意見
交換　②意見・要望等

四国支部

■協賛事業「四国建設広報協議会WG」
月　日：12 月 10 日（月）

場　所：高松サンポート合同庁舎アイ
ホール（高松市）
出席者：協議会を構成する 27 の団体・
組織のうち 21 団体・組織から 24 名が
出席。JCMA四国支部からは山下事
務局長が出席
内　容：①平成 30 年度収支報告と監査
②建設フェア四国 2018  in 高松にかか
る結果報告　③次回建設フェアの開催
場所について　④その他

■協賛事業「四国建設広報協議会」
月　日：12 月 20 日（木）
場　所：高松サンポート合同庁舎 607 会
議室（高松市）
出席者：協議会を構成する 27 の団体・
組織のうち 20 団体・組織から 24 名が
出席。JCMA四国支部からは山下事
務局長が出席
内　容：①平成 30 年度収支報告と監査
②建設フェア四国 2018  in 高松にかか
る結果報告　③次回建設フェアの開催
場所について　④その他

九州支部

■建設行政講演会 

月　日：12 月 17 日（月） 
出席者：91 名 
議　題：①道路を取り巻く最近の話題…
九州地方整備局 前佛和秀道路部長　
②河川行政の現状とこれからについて
…九州地方整備局 竹島睦河川部長　
③国土交通行政に関する最近の話題…
九州地方整備局 藤巻浩之企画部長 

■企画委員会 

月　日：12 月 19 日（水） 
出席者：原尻克己企画委員長ほか 9名 
議　題：①入管法改正と外国人技能実習
制度の動向　②「i-Construction」講
習会説明者認定試験及びマスター講習
会について　③ i-Constructin 施工に
よる九州生産性向上推進会議の設置に
ついて　④その他
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コンクリート工事，コンクリート構造　特集

平成 28 年 7月号（第 797 号）

▪巻頭言　プレキャスト技術による耐久性の向上
▪技術報文
・場所打ちUFCによる PC道路橋　デンカ小滝川橋
・外ケーブルを合理化配置した有ヒンジ橋の多径間連続化技術
淙徳橋上部工連続化工事

・プレキャスト工法を活用したサッカー専用スタジアムの設計施工
・火災時におけるコンクリートの爆裂評価方法
・場所打ち函渠における品質確保の取組み
丹波綾部道路瑞穂 IC函渠他工事における SEC工法，ND-WALL
工法の事例

・  設計基準強度 300 N/mm2 の超高強度プレキャスト RC長柱の開
発と適用

・  スラグ骨材を用いた舗装用コンクリートの特性
・  後施工六角ナット定着型せん断補強鉄筋による耐震補強工法
・電子制御式コンクリートミキサー車の紹介
・中性子遮蔽コンクリートの技術改良
普通コンクリートの 1.7 倍の中性子の遮蔽性能を有するコンク
リートの生産性を向上

▪投稿論文
・環境に優しく豪雨と地震に強い新しい補強土壁工法の研究開発
▪CMI 報告　油圧ショベルの省エネ施工　省エネ効果の検証試験
▪部会報告　除雪機械の変遷（その 20）　小形除雪車（2）
▪統計　建設企業の海外展開

i-Construction　特集

平成 28 年 8月号（第 798 号）

▪巻頭言　イノベーションを取り込むための建設生産システム革命
▪行政情報
・i-Construction　　ICT土工の全面展開に向けた技術基準の紹介
▪技術報文
・  IoT で建設現場の生産性向上　ソリューションを一元管理するク
ラウド型プラットホーム「KomConnect」

・ドローンを用いた空撮測量の実工事への適用
・MMS点群データを活用したインフラマネジメント
InfraDoctor によるスマートインフラマネジメント

・  重力式コンクリートダム取水塔施工での 4Dモデル・3D模型の
活用

・  無線発信機を活用した作業所内の高所作業車・作業所員の位置把
握システム
・掘進中にシールド機外周部の介在砂層をリアルタイム探査
比抵抗センサーを用いた介在砂層探査技術
・  VRによる安全管理　ゴーグル型ディスプレイによる安全の可視化
・ブルドーザーマシンコントロールシステムの最新技術の紹介
マストレスタイプMCシステム　3D-MC MAX

・  複雑な地形形状における覆工設置工事への3次元地形データの適用
▪  投稿論文
・  無人化施工による破砕・解体作業時における触知覚情報の必要性
と実態　～媒体を通じた人の触知覚の実態～
▪交流の広場
・ICTを活用した精密農業の取り組み
農業における IoTを実現する新たな取り組み

▪CMI 報告
・  情報化施工研修会の取り組みと i-Construction へ対応した研修会に向けて
▪部会報告　除雪機械の変遷（その 21）　小形除雪車（3）

道路　特集

平成 28 年 9月号（第 799 号）

▪巻頭言　道路事業の今後と課題
▪行政情報
・  「凸部，狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」の制定
・大規模災害時における道路交通情報提供の役割と高度化
▪技術報文
・コンクリート床版上面補強工法の確立　PCM舗装施工機械開発
・  供用中の二層式高速道路高架橋における上下層拡幅工事
・路面滞水処理作業における新規機械の開発
自走式路面乾燥機の開発
・舗装工事におけるCIMの試行　CIM導入による効果と課題
・  道路用ボラードの利用状況とテロ対策用ボラードの性能評価
・日本の高速道路における移動式防護柵の初導入
常盤自動車道における試行導入結果
・  センサー技術を活用した道路用機械の安全対策技術の開発
・新たな視線誘導灯の開発
帯状ガイドライト設置事例及びドライバーに与える効果
・グレーダ開発の変遷史
・次世代型路床安定処理機械の開発
ディープスタビライザの品質・安全性向上への取り組み
・除雪作業の安全性向上に関する検討
・  ペイロードマネジメントによる過積載の防止と生産性の確保
▪交流の広場
・地中レーダの原理・特徴と適切に活用するための留意点
▪ JCMA報告
・平成 28 年度 日本建設機械施工大賞　受賞業績（その 2）
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷　（その 1）黎明期～昭和 12 年
▪ CMI 報告　吹付けノズルマンの技能評価試験
▪統計　平成 28 年度　建設投資見通し

“建設機械施工”バックナンバー紹介（抜粋）
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800号記念，維持管理・リニューアル　特集

平成 28 年 10 月号（第 800 号）

▪グラビア
・「建設機械施工」誌 表紙の変遷
・  「建設機械施工（旧誌名：建設の機械化）」誌創刊第 2号，第 3号
▪巻頭言
・  インフラ整備への地域住民の協働参画と ICRTの積極的な利活用
～地方の道をだれがいかに守っていくか～
▪記憶に残る工事
　1．  黑四の工事と建設機械
　2．  名神高速道路　山科工事の土工実績と今後の問題点
　3．東海道新幹線の工事について
　4．青函トンネルの概要について
　5．福島原子力発電所建設の工事概要
　6．新東京国際空港の大土工工事
▪行政情報
・  「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」の概要，インフ
ラ老朽化対策の主な取り組み等

▪技術報文
・  多機能橋梁常設足場の開発　耐用年数100年の長寿命化を目指して
・高速道路における大規模更新・大規模修繕工事
高速道路リニューアル事業の本格始動
・首都高速道路における更新事業の取り組み
・移動式たわみ測定装置の紹介
舗装の構造的な健全度を点検する技術の開発
・調整池法面改修工事に係るフェーシング機械
定張力ウインチを搭載した自走式ウインチの開発
▪交流の広場
・  ドローン等を活用したセキュリティサービスと新たな脅威への対応
▪CMI 報告
・災害復旧支援に向けた応急橋の開発（続報）
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷　（その 2）昭和 13 年～ 31 年

土工　特集

平成 28 年 11 月号（第 801 号）

▪巻頭言　ICT導入による建設施工の生産性向上に向けて
▪行政情報
・CM方式を活用した震災復興事業の現状報告
▪技術報文
・  「機械の声を聞く」i-Construction を含有した総合的建機ソリュー
ションの提供　Cat Connect Solution の提案

・i-Construction における重機 ICTコミュニケーション
ライカ アイコン テレマティックス

・加速度応答システムの適用性評価
・マシンコントロール機能を搭載した油圧ショベルの開発
ICT油圧ショベル「ZX200X-5B」
・  セミオートマシンコントロールシステムを搭載した油圧ショベル
の開発　施工効率向上を実現するCatⓇ グレードアシスト

・UAV搭載レーザ計測システムの開発
・土工用建設ロボットの開発における新たな挑戦
無人化施工機械から地盤探査ロボット開発の概要紹介
・大分川ダム建設工事
・大規模土工事における ICT施工と CIM化への対応
陸前高田市震災復興事業での取り組み
・シェル型浸透固化処理工法　新しい注入形態
・ジオシンセティックス補強土構造物による災害復旧対策
剛壁面補強土工法（RRR（スリーアール）工法）による強化復
旧対策
・近頃の土工技術　デジタルアースムービング
▪交流の広場
・海洋探査技術の現状　水中音響計測技術の応用例紹介
▪CMI 報告
・  補強土壁工法の新技術　帯状ジオシンセティックス補強土壁の紹介
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷　（その 3）昭和 32 年～ 36 年
▪統計　平成 28 年度 主要建設資材需要見通し

防災，安全・安心を確保する社会基盤整備　特集

平成 28 年 12 月号（第 802 号）

▪行政情報
・次世代社会インフラ用ロボットの開発・導入
取り組みの紹介と災害調査・応急復旧ロボット分野の検証概要
▪技術報文
・凍土方式による陸側遮水壁の造成
凍結管の削孔・建て込み，凍結設備の設置工事
・工事を支える二つの『見える化』　
山田宮古道路─山田北道路改良工事
・早期復興に応えるために取り組んだ現場運営の紹介
国道 45 号吉浜道路工事の事例
・東京モノレールにおける橋脚基礎の耐震補強
・締固めによる木曽三川下流域堤防基礎耐震化の事例紹介
砂圧入式静的締固め工法（SAVE-SP 工法）
・  災害対応ロボット電波を使用した遠隔操縦ロボット用災害対策車
両システムの開発　遠隔操縦ロボットシステムASAM
▪投稿論文　振動ローラの機械仕様に関する研究
▪交流の広場　防災・災害把握へのドローンの利用
▪ JCMA報告
・平成 28 年度 日本建設機械施工大賞　受賞業績（その 3）
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷　（その 4）昭和 37 年～ 42 年
▪統計
・インフラシステムの海外展開の動向
・平成 28 年　建設業の業況
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建設機械　特集

平成 29 年 1月号（第 803 号）

▪巻頭言　変化に対応できる生き物が生き残る
▪行政情報
・  国土交通省における「建設施工の地球温暖化対策検討分科会」に
おける燃費基準の検討の動向

▪技術報文
・新型振動ローラの紹介　SW654 シリーズ
・最新型ホイールローダ　950MZ
・新型 50 t 吊ラフテレーンクレーン
Rf シリーズラフター SL-500Rf PREMIUM
・  2014 年度排出ガス規制適合エンジン搭載 4.9 t 吊クローラクレー
ン開発　CC985S-1 の特長

・ガソリン /LPGエンジン式小型フォークリフト
FOZE 0.9 ～ 3.5 トン
・  リチウムイオンバッテリを搭載した新型ハイブリッド油圧ショベル
SK200H-10

・フォークリフト用燃料電池システムの開発と今後の取り組み
・新型高所作業車の開発
スカイボーイAT-170TG-2，AT-220TG-2

・全回転チュービング装置RTシリーズ
大口径低空頭・軽量型RT-250L の紹介

・新世代 350 t つりクローラクレーンの開発　SCX3500-3
・搭乗式スクレーパの開発　HBS-2000「RHINOS」（ライノス）
・大型自航式ポンプ浚渫船　CASSIOPEIA Ⅴ
・鉄道クレーン車　KRC810N
・油圧ショベル　PC138US/PC128US-11
・ショベル系の開発と変遷史
▪交流の広場
・安全の責任について考える
～技術者の身に着けるべきグローバルな安全感覚～

▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷（その 5）昭和 43 年～ 50 年
▪統計　建設機械産業の現状と今後の予測について

大深度地下，地下構造物　特集

平成 29 年 2月号（第 804 号）

▪巻頭言　トンネル工事の効率化のために
▪技術報文
・地下鉄建設技術と工事用機械　90 年の歴史を概観する
・倉敷国家石油ガス備蓄基地　LPG岩盤貯槽建設工事
プロパン 40 万 t を貯蔵する水封式岩盤貯槽

・非開削工法による海底ケーブル陸揚管路敷設　リードドリル工法

・地下ダム工事における SMW工法の精度管理システム !!
リアルタイムによる施工管理システム
・本体兼用鋼製連壁の地下トンネル築造工事
・3連揺動型掘進機による地下通路の施工実績
日比谷連絡通路工事　R-SWINGⓇ工法

・国内最大のシールドマシン 東京外環（関越～東名）事業に使用
・縮径トンネル掘削機の開発
トンネル掘削機外径の縮小・復元が可能な縮径TBM
・海外のケーブル埋設用掘削機械の実態調査と掘削試験
・  情報化施工を活用した大口径・大深度立坑における効率的な水中
掘削技術　自動化オープンケーソン工法による大口径・大深度
オープンケーソンの施工
・大型埋設物を切り回し地下鉄直上に短期間で通路を築造
東京メトロ東西線・パレスホテル東京　地下通路
・大水深構造物の点検用水中調査ロボット
・トンネル等屋内工事現場における位置把握システムの開発
屋内空間でのヒト・モノの位置をリアルタイムに把握
▪投稿論文
・振動ローラの加速度計測を利用した地盤剛性値の算出について
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷（その 6）昭和 51 年～ 58 年
▪統計　建設業における労働災害の発生状況

地球温暖化対策，環境対策　特集

平成 29 年 3月号（第 805 号）

▪巻頭言　自動車及び建設機械の排ガス浄化・低燃費化施策
▪技術報文
・  二酸化炭素（CO2）排出量を 6割削減できる高炉スラグ高含有セ
メントを用いたコンクリートの実工事への適用
ECM（エネルギー・CO2ミニマム）セメント・コンクリートシステム
・CO2 排出量削減に向けた IoT技術の活用事例
IoT技術で取得した建設機械稼働データの分析　KenkiNavi
・水素社会を実現する具体的提言
産業廃棄物処理の現場から水素社会を実現する技術
・土木機械設備における LCA適用の考え方に関する一考察
・山岳トンネル工事のエネルギーマネジメントシステム
TUNNEL EYE

・自動粉じん低減システム　粉じん見張り番
・帯電ミストによる浮遊粉塵除去システムの開発
マイクロECミストⓇ

・グラブ浚渫の効率化と精度向上を実現したトータルシステム
浚渫施工管理システムに三次元データを導入したグラブ浚渫トー
タル施工システム
・凝集効果が長期間持続する凝集剤による濁水処理方法の紹介
徐放性凝集剤「Jフロック」
・自然由来ヒ素汚染土壌の分離浄化処理工法の開発
・高性能ボーリングマシンの低騒音化・自動化
再生可能エネルギー熱の普及に向けた取組み
・トンネル工事の発破に伴う低周波音の低減装置
サイレンスチューブ
・おもりを用いた工事振動低減工法の概要　地盤環境振動低減工法
GMD工法
▪交流の広場
・  VR による BIMと建築環境シミュレーションの同時可視化シス
テム
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▪部会報告　アスファルトプラントの変遷（その 7）

建設業の海外展開，海外における建設施工　特集

平成 29 年 4月号（第 806 号）

▪巻頭言　建設業のインフラ海外展開
▪行政情報
・建設業の海外展開とODA
▪技術報文
・ラックフェン国際港アクセス道路・橋梁工事
ベトナム国内最大の海上橋
・既設営業線直下での圧気併用開放型矩形シールド機による施工
シンガポール地下鉄トムソン線マリーナベイ新駅
・シンガポールMRT
トムソン－イーストコーストラインT207 工区
・台北市における大深度圧入ケーソンの施工実績
台湾・大安電力シールド工事
・  スマラン総合水資源・洪水管理事業ジャティバランダム建設工事
JICA Loan IP-534

・ケニア　モンバサ港コンテナターミナル開発工事
JICA Loan Agreement No. KE-P25
・  シンガポール・チュアスフィンガーワンコンテナターミナル埋立
工事
大型自航式ポンプ浚渫船〈CASSIOPEIA V〉による埋立浚渫工事
・シンガポール・トゥアス地区でのグラブ浚渫
トゥアスコンテナターミナル建設プロジェクト
・ソロモン諸島ホニアラ港施設改善計画工事
▪交流の広場
・日本企業による水ビジネスの海外展開
▪部会報告　アスファルトプラントの変遷（その 8）

解体とリサイクル，廃棄物処理　特集

平成 29 年 5月号（第 807 号）

▪巻頭言　建設系廃棄物のリサイクルの今後の展望
▪技術報文
・環境負荷を大幅に削減した解体工法を本格適用
シミズ・クールカット工法
・最新の超大型建物解体機　SK2200D
・各種技術を駆使したダム撤去工事
・解体コンクリートの現場内有効利用の多様化
ガランダム工法の適用範囲・施工法の拡充
・大規模土工事における岩塊の有効活用と搬送設備のリユース
東松島市野蒜北部丘陵地区震災復興事業における取組み
・  震災コンクリートがらを利用した海水練りコンクリートの製造・
施工

・産業用ロボットを応用した建設廃棄物選別システム
・植物廃材を活用した「バイオマスガス発電」
・  汚染土壌対策　戦略的な土地活用を支援する「サステナブルレメ
ディエーション」に基づく評価ツールの開発　SGRT-T
・新東名高速道路における建設時の重金属含有土対策
・  簡易破砕方式によるベントナイト混合土を用いた遮水層の効率的
施工技術
T-Combination クレイライナー工法による現地発生土の有効利用
・港湾内放射性汚染物質の被覆・封じ込め
1F港湾内海底土被覆工事の概要

・放射能汚染土の分級減容化と再生利用に関する検討
▪交流の広場　新幹線地震対策技術の進化を振り返る
▪部会報告　アスファルトプラントの変遷（その 9）
▪統計　平成 29 年度 公共事業関係予算

都市環境，都市基盤整備，自然再生等　特集

平成 29 年 6月号（第 808 号）

▪グラビア　時代の建層（ときのけんそう）
▪巻頭言　育てる
▪技術報文
・整備新幹線の軌道・電気工事用機械
・地下水流動を妨げずに事業継続できる汚染地下水の拡散防止技術
原位置で多様な複合汚染地下水に対応可能なマルチバリア工法
・硬質粘土塊を対象とした自然由来砒素の浄化技術
・微生物を利用した水銀汚染土壌の浄化技術
・  礫間接触酸化槽と植生浮島を適用した小規模閉鎖性湖沼の水質浄
化事例
・集中豪雨時の道路冠水対策・河川氾濫対策
樹脂製雨水貯留浸透槽の道路下への適用「セキスイ　アクアロー
ド」の開発
・多発する集中豪雨に対応した高機能雨水貯留施設の開発
ハイブリッド雨水貯留システム
・建設工事における生物多様性保全および環境創造技術
・  敷地の潜在的な力を引き出す自然再生による「六花の森」プロジェ
クト
・「再生の杜」ビオトープ竣工後 10 年目の生物生息状況
都市域における生物多様性向上を目指して
・転炉系製鋼スラグ資材を用いた海域環境造成技術の開発
・樹木対応型壁面緑化システムの開発
バーティカルフォレストⓇ

・時代の建層（ときのけんそう）
建設残土を利用した，時代を積み重ねる都市更新の提案
▪交流の広場
・  セメント製造工程を活用した車載リチウムイオン電池のリサイク
ル技術
▪CMI 報告　ブルドーザの燃費評価値から実作業燃費への換算
▪部会報告　アスファルトプラントの変遷（その 10）
▪統計　主要建設資材価格の動向
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基礎工，地盤改良　特集

平成 29 年 7月号（第 809 号）

▪巻頭言　大規模災害で発生する災害廃棄物対策にむけて
▪技術報文
・  高機能，施工の省力化，省資材化を達成した防潮堤の開発
ハイブリッド防潮堤の開発施工事例

・ニューマチックケーソンによる深さ 70 m大深度立坑築造工事
・狭隘空間でも施工可能な場所打ち杭工法の概要と施工事例
超低空頭場所打ち杭工法　C-JET18

・地中障害物撤去の新技術・新工法の開発　A-CR 工法
・  都市高速道路におけるASR劣化が生じた橋脚梁部の再構築施工
阪神高速道路　西船場ジャンクション改築事業における事例紹介

・空頭制限 2.0 m以下で施工可能な小口径鋼管杭工法の開発
STマイクロパイル工法

・地盤改良体方式斜め土留め工法の適用事例
富山新港火力発電所 LNG1 号機新設工事

・廃棄物最終処分場の減容化技術の開発と施工事例
リフューズプレス工法

・大口径相対攪拌工法の概要と施工事例　KS-S･MIX 工法
・  地盤改良分野の ICT活用技術　ジェットグラウト施工管理シス
テム，GNSS ステアリングシステム，3D-ViMa システム

・大口径拡底杭工法対応のアースドリル開発　SDX612
・三点式杭打機フェニックスシリーズ　「DH758-160M」の紹介
・低空頭，狭隘地で活躍する軽量小型の地中連続壁掘削機の開発
MPD-TMX工法

・地盤改良工事を全自動で施工管理
ICTを導入した全自動施工管理制御システムの開発　Y-LINK

・木造住宅の耐震性　ビッグフレーム構法とマルチバランス構法
▪ JCMA報告　  平成 29年度 日本建設機械施工大賞 受賞業績（その1）
▪部会報告　ISO/TC 127 国際作業グループ会議報告

歴史的遺産・建造物の修復　特集

平成 29 年 8月号（第 810 号）

▪グラビア
・3D技術を用いた軍艦島のデジタルアーカイブ
過去，現在そして未来へ

▪巻頭言　歴史遺産感動の 3要素
▪技術報文
・魅せる素屋根の技術と見せる保存修理
近代ニッポンを支えた世界遺産　旧富岡製糸場

・伝統建築における設計施工一貫BIM
薬師寺食堂（じきどう）復興事業

・熊本城の櫓を鉄の腕で支える
飯田丸五階櫓倒壊防止緊急対策工事

・経年が 100 年を超える鉄道土木構造物の維持管理

・国重要文化財の永代橋，清洲橋の長寿命化
・大規模シェル構造ラジアルゲート建設への取り組み
大河津可動堰改築ゲート設備工事
・新橋駅の改良とレンガアーチの補強・保存
・狭山池の改修とその技術の変遷
・歴史的鋼橋の補修補強工事
土木遺産である晩翠橋の補修補強工事の紹介
・3D技術を用いた軍艦島のデジタルアーカイブ
過去，現在そして未来へ
・歴史的建造物の移動（曳家），免震化（レトロフィット）工事
・消えた建設機械遺産群　わが国の建設機械の始祖
▪交流の広場　博物館明治村
▪ JCMA報告　  平成29年度　日本建設機械施工大賞 受賞業績（その2）
▪ CMI 報告　放置車両等を移動する道路啓開機材の開発検討
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷（その 11）
・ISO/TC 127 国際作業グループ会議報告
▪統計　建設企業の海外展開

維持管理・老朽化対策・リニューアル　特集

平成 29 年 9月号（第 811 号）

▪巻頭言　社会インフラの老朽化，これは JAPAN IN RUINSですか
▪行政情報
・ダム再生　既設ダムの有効活用
・道路の老朽化対策の取り組み
▪技術報文
・  車線供用下での東名高速道路リニューアル事業の施工
用宗高架橋（下り線）の床版取替え工事
・PCゲルバー橋の連続化　首都高速 1号羽田線　勝島地区橋梁
・短工期を実現した天井板撤去の取組み
神戸長田トンネル天井板撤去工事
・走行型高速3Dトンネル点検システム　MIMM-R（ミーム・アール）
画像・レーザー・レーダー技術による点検・調査・診断支援技術
・武蔵水路『安全・安心な施設へのリニューアル』
水路改築工事におけるプレキャスト工法の施工実績
・福岡空港における高強度 PRC版による老朽化対策
・港湾構造物の維持管理への ICTの活用
無線操作式ボートを用いた港湾構造物の点検・診断システム
・鉄道構造物の維持管理と検査・診断技術
・鉄道構造物の延命化・リニューアル技術
・高強度かつ高耐久性のセメント系繊維補強材料
タフショットクリートⓇ

・  産業遺産である老朽化した水力発電所の改修と立坑掘削時におけ
る地山の変位と対策
・歴史的建造物（レンガ建屋）の曳家工法による保存
蹴上浄水場第 1高区配水池改良工事

・船場センタービル外壁改修工事
大規模商業施設における外壁改修
▪ JCMA報告　  平成 29年度 日本建設機械施工大賞 受賞業績（その3）
▪ CMI 報告
・構造物の耐衝撃性評価に関する試験・研究
鋼製台車とレールを用いた衝突試験装置の紹介
▪部会報告　アスファルトプラントの変遷（その 12）
▪統計　平成 29 年度　建設投資見通し
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建築　特集

平成 29 年 10 月号（第 812 号）

▪巻頭言　人工技能研究のすすめ
▪行政情報
・「適正な施工確保のための技術者制度検討会」とりまとめ
・建築物省エネ法の概要
▪技術報文
・ホール舞台スノコ天井リフトアップ工事
・既存建物の不快な床振動を低減する制振技術
SPADA（スパーダ）－Floor
・VR技術を活用した教育システムの開発と運用
施工技術者向けVR教育システム
・ 地上躯体に適用可能な中品質再生骨材を用いたコンクリートの実
用化
・外側耐震補強構法『KG構法』の新たな展開
完全外部施工方法の開発
・杭頭接合部の耐震性能向上および施工の省力化技術
鋼板補強型杭頭接合工法　TO-SPCap 工法の開発
・スマートデバイスを活用した『杭施工記録システム』の開発
「KOCo チェックシステム」アプリケーションの紹介
・ロボット溶接による建築現場溶接施工法の開発と適用
・自律型清掃ロボットを開発　T-iROBOⓇ Cleaner
・建物の安全性即時診断システム
1ヶ所の地震計で地震後即時に建物の安全性を自動診断
・ハイブリッド架構による耐火木造建築の技術開発
▪交流の広場
・デザイン思考でデジタル活用　労働安全分野への適用
▪ JCMA報告
・平成 29 年度　日本建設機械施工大賞　受賞業績（その 4）
▪部会報告　ISO/TC 127 国際作業グループ会議報告

防災，安全／安心を確保する社会基盤整備　特集

平成 29 年 11 月号（第 813 号）

▪巻頭言　社会資本整備を考える
▪行政情報
・Lアラート：防災情報共有システムの現状
▪技術報文
・ 平成 28 年熊本地震における阿蘇大橋地区斜面防災対策工事での
分解組立型バックホウの活用
・国内初大型ニューマチックケーソン 2函同時沈設施工
・サイフォンと水中ポンプの機能を併用した排水システムの開発
ハイブリッド・山辰サイフォン排水システム
・熱赤外線サーモグラフィによる斜面調査

・ 地下鉄トンネル覆工のはく離・浮きの可視化による検出システム
の検討
・無排泥粘土遮水壁工法の開発　エコクレイウォールⅡ工法
・老朽化した狭小導水路トンネルリニューアルの機械化施工
・超音波振動を併用した薬液注入工法　UVG工法
・石積み擁壁耐震補強工事における鉄道営業線近接施工
▪交流の広場
・ 非常食の循環システム付き宅配ロッカー「イーパルボックス」ソ
リューションによる，ローリングストック実現にむけて
▪ JCMA報告
・平成 29 年度　日本建設機械施工大賞　受賞業績（その 5）
▪部会報告
・ ISO/TC 127 土工機械広島総会及び ISO/TC 127/SC 3/WG 12ISO 
6405 土工機械―操縦装置などの識別記号 国際WG 会議報告

▪統計　平成 29 年　建設業の業況

先進建設技術　特集

平成 29 年 12 月号（第 814 号）

▪巻頭言
・建設産業がけん引する「第 4次産業革命」　具体化への期待
▪行政情報
・i-Construction 推進の取組み状況　普及促進事業の進捗
・国土交通省におけるCIMの導入・推進
▪技術報文
・ ImPACTタフ・ロボティクス・チャレンジにおける災害対応建
設ロボット
・総合的な i-Construction による緊急災害対応
阿蘇大橋地区斜面防災対策工事における無人化施工
・油圧ショベル用遠隔操縦装置の開発
災害現場への適応性を向上させた新型簡易遠隔操縦装置ロボQS
・自律移動ロボットによる盛土締固め度及び水分量測定の自動化
・ 次世代建設生産システムの現場適用と生産性向上への展望　ロッ
クフィルダムへの適用紹介とインフラ無線システム
・大水深対応型水中作業ロボットの開発　DEEP CRAWLER
・ドリルNAVI における新機能の開発
・AI を活用したコンクリート表層品質評価システムの開発
・ 建設機械の改造が不要で着脱可能な装置による無人化施工技術の
開発　熊本城崩落石撤去へ汎用遠隔操縦装置「サロゲート」の適
用事例
・ 次世代型ビーコンを利用した屋内作業員の可視化による現場管理
システムの開発　EXBeacon プラットフォーム現場管理システム
・ IoT を活用した建設機械用アタッチメントの稼動管理システム
（TO-MS）の開発　AI で故障予知・稼動監視を実現，未来型ア
フターサービスの提供によるランニングコストの低減
・ 移動体多点計測技術（MMS）を用いた出来形管理に向けた基礎
的研究
▪交流の広場
・パワーアシストスーツを活用した作業者の負担軽減
▪部会報告
・ ISO/TC 127/SC 2/JWG 28 国際ジョイント作業グループ会議報告
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昨年は，国内各地で異常気象（猛
暑，豪雨）による甚大な被害が発生
しました。また海外各地では，乾燥
地帯での干ばつ，熱波，山火事が発
生し，非乾燥地帯では巨大台風，洪
水，高潮による土地の浸食など生命
を脅かす大規模な気象災害が発生し
ています。
この災害の始まりは，大気中の二
酸化炭素（CO2）やメタンなどの温
室効果ガス過剰がもたらす気温上昇
による地球温暖化の悪循環が原因と
されています。地球温暖化対策に向
け，日本国内も国際協定の発効を受
け，脱炭素社会に向けて大きく転換
しようとしています。
今月号はこの「地球温暖化対策，
環境対策」特集です。巻頭言では東
京大学の沖教授の「利己的に考えて
も企業は積極的に気候変動対策を」
のように企業が環境や社会へ配慮す
る大切さ，投資や未来の人材に及ぼ
す企業価値を上げる意義を提言して
頂いております。
行政情報「気候変動への適応」で
は地球温暖化がもたらす気象変動に
よる自然災害に対する備えの方向
性，方策について紹介しております。
特集報文は，地球温暖化対策と環境
対策の二部構成です。地球温暖化対

策報文は，再生可能エネルギーの下
水熱回収利用，都市ヒートアイラン
ド現象対策の壁面緑化，乾燥スラッ
ジ微紛体を用いた低炭素コンクリー
ト開発，天然パルプ系不織布利用に
よる壁面構造物の骨材温度上昇の抑
制などCO2，温暖化抑制に関する報
文です。環境対策報文としては，紙
素材を利用した土木現場設備の軽量
化，トンネル発破音の低減，システ
ムの開発，工事周辺環境に対する建
設騒音の低減技術開発，重金属汚染
土壌の分離回収技術開発，大豆ホ
エーを利用した土壌，地下水汚染の
環境浄化技術の開発など自然由来の
ものを利用する技術開発を紹介して
おります。交流の広場では地球温暖
化対策を国や業界レベルにとらわれ
ず，幅広く市民レベルへの普及啓発
活動の状況を紹介しております。
今回ご紹介した報文にて，地球温
暖化対策，環境対策が社会および経
済システムを上手く調整緩和させ，
エネルギー再生を促進し CO2 の低
減および回収し適応するために新た
な技術を開発し，実現させているこ
とを読者の皆様にご理解していただ
ければ幸いです。
最後に，お忙しい中にも関わらず，
快くご寄稿していただきました執筆
者や関係者の皆様に深く感謝し，御
礼申し上げます。  （加藤・川井）

3 月号「土工事特集」予告
・ICT導入協議会　・ICT活用工事のさらなる普及促進　・官民が所有する地盤情報の収集・共
有化に向けて　・3次元データを活用した大規模土工の見える化を実現　・釜石市中央ブロック
復興整備事業での盛土材の現地製造　・福島県藤沼ダム堤体の震災後の復旧工事　・大規模土工
事における長大切土のり面の長期安定対策工　・土工技術の変遷　・水理模型実験による橋台背
面盛土の崩壊メカニズムと対策工に関する検討　・高圧噴射撹拌工法による矩形改良体を活用し
た液状化対策工法と施工事例　・機械撹拌工法による既設建物直下地盤の補強　・液状化地盤に
おける橋台基礎の耐震性能評価方法と耐震対策技術の開発　・脈状地盤改良による液状化対策工
法　・ICTを活用した地盤改良工法の新施工管理システム　・ジオグリッドおよび短繊維混合補
強砂を用いたのり面表層保護工　・樹脂製受圧板を用いた地山補強土工の凍上対策に関する検討
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一般社団法人 日本建設機械施工協会

巻頭言　利己的に考えても企業は積極的に気候変動対策を
● 下水道法改正後大規模な地域全体の下水熱回収システム導入
● 養液循環型栽培方式による省管理型壁面緑化システムの開発
● 環境に配慮したダム設備冷却システム
● オンサイトにて重金属汚染土壌の全量再生を実現する
● オフロード法適合車の開発　他

技術報文 ● 建設施工分野における地球温暖化対策
● 気候変動への適応
● 再生可能エネルギーの主力電源化に向けて

行政情報 

地球温暖化防止活動の取組状況交流の広場

ISO/TC 195 ドイツ・ハンブルク国際会議 
及びCEN/TC 151/WG 8 フランクフルト会議報告
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