
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：Web開催（Zoom）

概要及び特徴 会社名等

9:50 ～ 10:00 開会挨拶（事務所長）

①施設の更新年数を延ばすための材料等　

10:00 ～ 10:20 1 フランジサポート
「フランジサポート」は、既設及び新設配管フランジ継手部に取り付ける事により、3DkNの離脱防止性能を有し、有事の際に耐震
性を向上させ管路の耐震補強を図ることができます。（第2回インフラメンテナンス大賞受賞済みです。）

大成機工株式会社

10:20 ～ 10:40 2 フランジ補強金具
「フランジ補強金具」は、新設配管フランジ部の耐震補強だけでなく、既設配管フランジ部の漏水補修機能も併せ持ちます。（第2回
インフラメンテナンス大賞受賞済みです。）

大成機工株式会社

10:40 ～ 11:00 3 耐震補強継手リペアー工法
露出・埋設設置に関わらず、不断水で、既設伸縮可とう管を耐震補強できる伸縮可とう管で、設置する事で、既設伸縮可とう管の
性能をレベルアップ可能な耐震補強継手と工法です。特に水管橋の耐震補強では、問い合わせが増えております。

日本ヴィクトリック株式会社

②施設機能や老朽化の診断技術

11:00 ～ 11:20 4 伸縮可とう管変位計測装置
埋設される伸縮可とう管の変位状況を見える化して、地震発生後の状態や経年変化の状態を把握し、耐震補強や更新の必要性
が診断でき、大規模地震発生時の状態をすばやく把握できる装置です(遠隔監視が可能なクラウド型もあります)。

日本ヴィクトリック株式会社

11:20 ～ 11:40 5
コンクリートのひび割れ画像解析技術
「t.WAVE®」

デジタル撮影した画像処理にウェーブレット変換を用いて、コンクリート構造物のひび割れ画像を解析・評価する技術「t.WAVE」
に、AIを用いたひび割れ自動検出機能を付加し、ひび割れ点検にかかる作業時間の短縮と費用の削減を実現しました。

大成建設株式会社

11:40 ～ 12:00 6
水中ドローン(ROV)/航空ドローン（UAV)を用いた
農業水利施設等の点検

水中ドローン(ROV)/航空ドローン（UAV)は、人のアクセスが困難な施設及び危険個所での調査業務を効率かつ適切に実施できま
す。①ROVは、水中に潜水・潜航して自由に移動しながら施設内の写真撮影等を行え、サイホンなどの空水にしにくい施設等の点
検ができます。②UAVは、様々な高度・角度から施設の撮影が行え、仮設足場が必要な施設や危険な箇所での施設点検ができ
ます。

エースコンサルタント株式会社

13:00 ～ 13:20 7 管内径測定装置
管内径測定装置は、レーザー距離計を用いて既設管の内径を計測し、たわみ量を算出することでパイプラインに関する健全度の
判定が可能となりました。

Re-パイプシステム工法協会

13:20 ～ 13:40 8 回転機械モニタリングシステム（TR-COM）
　「TR-COM」回転機械モニタリングシステムは、IoTセンサで機械の振動を測定し故障予兆を発見して、早期に処置をすることで、
機械の健康寿命の延命を目指します。 初期導入コストを抑えつつ、測定で危険な作業をなくし、社内にIoTメンテナンスノウハウを
蓄積し、定期レポートの送信も可能です。

株式会社酉島製作所

③補修・改修工法

13:40 ～ 14:00 9
表面含浸材を併用した無機系被覆工法
クリスタルNCP工法

本工法は、老朽化した農業用水路の機能性回復と長寿命化を目的とした無機系被覆工法です。一般的な無機系被覆工法との違
いは表面含浸材を無機系被覆施工前後に使用することにより、躯体改質効果と劣化因子の浸入抑止、耐摩耗性を同時に付与す
ることができ、より効果的・効率的な維持管理の一助となるものと考えております。

株式会社日興

14:00 ～ 14:20 10
可とう性シート型止水工法
（KS工法）

コンクリート製のパイプライン、函渠等の伸縮接手からの漏水を、管の外側又は内側から現場合わせで補修する工法です。最大
水圧０．５Mpa まで適用できます。

サンユレック株式会社
日本メックス株式会社
NTTインフラネット株式会社

14:20 ～ 14:40 11 吹付受圧板工法FSCパネル
繊維補強モルタル吹付と、吹付受圧板（FSCパネル）、ロックボルトを組み合わせて、簡素な構造でのり面を補強する工法です。受
圧板を吹付で構築するため、不陸調整が不要です。老朽化した既設のり面の補強にも使用可能で、その場合は既設のり面をはつ
り取らずに施工できるため、産廃が出ず、落下災害も防止できます。

日特建設株式会社

14:40 ～ 14:50 休憩

④水管理の省力化等、施設の維持管理労力の節減に寄与する技術

14:50 ～ 15:10 12 多機能型自動給水排水装置
水田用多機能型自動給水装置の特徴は以下のとおりです。
①ICTによる遠隔操作、②カレンダー設定による給水管理、③水位、温度などによる給水管理が可能

積水化学工業株式会社
株式会社ほくつう

15:10 ～ 15:30 13
水田水管理節水システム
「堰上げブロック＋ゲート自動閉塞器」

本技術は、開水路地区の水田水管理の省力化と節水を目指すものです。システムは、以下の２つの製品からなります。①ゲタ水
ブロック：末端用水路内に置いて水面を堰上げして水田取水に必要な水深を確保することによりゲタ水を削減。②イタオトシ：田面
水位が一定に達したら取水ゲートを自動的に落下させて掛け流しを防止。

昭和コンクリート工業株式会社

15:30 ～ 15:50 14
スマホでラクラク水管理　ICTほ場水管理システム
「WATARAS（ワタラス）」

水田の給水・排水をスマートフォンやパソコンでモニタリングしながら、遠隔操作または自動で制御できるシステムです。農研機構
での試験では、水管理に要する労働時間を約８割削減、用水量は約５割減少。省力化に加えて、水管理の緻密化・スケジュール
化、データ活用が可能になります。

株式会社クボタケミックス

15:50 ～ 16:10 15
大型コラム式水中ポンプ
SSP型

近年ゲリラ豪雨による水害のリスクが高まっています。リスク回避の為の「機能増強」を求め、大型コラム式水中ポンプを開発しま
した。このポンプはコラムパイプを設置してある機場に転用が可能で、据付も容易であります。水中型の利点である始動性、運転
操作も簡単である事から、維持管理労力も削減することができます。

株式会社鶴見製作所

10:00 ～ 10:20 16
LPWAを活用 した省エネルギー遠隔監視環境モニタリ
ング技術

閉鎖性水域での底層溶存酸素を連続測定できる自立電源型の微生物燃料電池式バイオセンサーと、低電力かつ広域通信が可
能なLPWA無線技術を一体化させた、省エネルギー型の遠隔監視環境モニタリング技術です。本技術は遠隔地の貧酸素化し易い
水域での遠隔監視を容易にし、省人化及び維持管理の効率化も期待できます。

西松建設株式会社

10:20 ～ 10:40 17 屋外用ICタグを使った施設点検用ペーパレスシステム
屋外で長期間使用できるステンレス製のICタグとタブレットを活用した点検システムです。管理対象施設にICタグを取付け、点検を
する際に読みとることで施設の識別の標準化とペーパレス化が実現されることにより、施設管理の省力化と点検記録のデータ
ベース化が図れます。

ベルテクス株式会社

⑤工事施工全般の合理化にかかる技術

10:40 ～ 11:00 18 遠隔検査システム「遠検」
建設現場での発注者立会検査において、タブレット端末を用いて遠隔地間（事務所、現場など）をオンライン接続し、映像・音声・調
書の表示・記入等をリアルタイムに共有して立会検査を実施できるシステムです。

三井住友建設株式会社

11:00 ～ 11:20 19 PPCaボックスカルバート

『PPCaボックスカルバート』は、現場打ちボックスカルバートの側壁、頂版を部分的にプレキャスト部材へ置き換えたボックスカル
バートの構築工法です。
現場打ちと比較して、型枠、鉄筋、支保工が大幅に削減でき、現場作業の省人化、工期短縮および安全性の向上を図ることが可
能です。

東急建設株式会社

11:20 ～ 11:40 20 地下ダムリアルタイム着底判定システム　ボトムシーク
ボトムシークは地下ダム遮水壁構築における着底判定を、先行削孔時に得られるデータを用いて評価するシステムです。施工機
からの計測データを伝送、リアルタイムに解析し、着底判定を行います。不透水層への確実な根入れ管理が可能となり、安定した
遮水性能を確保することができます。

株式会社竹中土木

11:40 ～ 12:00 21
スマートコラム工法
～狭隘地に対応した液状化対策～

スマートコラム工法®は、小型機でも大型機と同様にTOFT工法®（耐液状化格子状地盤改良工法）に必要な品質を確保できる地
盤改良工法です。狭隘な施工ヤードでも、施工出来るので農道・住宅地・工場・堤防などの耐震補強工事に適用可能です。

株式会社竹中土木

13:00 ～ 13:20 22
AI制御による不整地運搬車（クローラキャリア）の自動
走行技術

教示運転に基づく単独の不整地運搬車に対する自動走行技術とAIによる制御を組み合わせた技術です。1名のオペレータで3台
の建設機械を操作することができ、作業の省力化、生産性が向上。不整地運搬車は速度を平準化するため燃費効率が向上。AI
の運行制御により進行・停止の判断を行うことから、建設機械同士の接触を防止。

株式会社熊谷組

13:20 ～ 13:40 23 スロープセイバー
吹付アタッチメントとバックホウを用いたロボット施工による、のり面へのモルタル吹付工法です。吹付作業は機械化施工になるた
め、人力によるのり面作業が不要になります。大容量のコンクリートポンプを使用することで、人力施工の約3～5倍の施工能力と
なり、ICTを用いた集中操作で、大幅な省人化が実現できます。

日特建設株式会社

13:40 ～ 14:00 24 GroutConductor
薬液注入工法の施工時に、注入の流量・圧力を自動で制御し、それらをモニタリングするシステムです。注入制御・モニタリング装
置1台にて最大8セットの流量計、グラウトポンプを制御できます。注入データをデジタルで集積し、帳票を自動で作成します。注入
結果を、2次元、3次元で表示し、色、大きさで表現します。

日特建設株式会社

14:00 ～ 14:20 25 杭打キングPLUS
本システムはカメラ付自動追尾型トータルステーションを利用した映像による杭の削孔精度及び建込精度(水平位置、鉛直性)管
理システムです。端末操作により遠隔で杭の任意の位置での移動量や傾斜の計測や管理ができ、杭打機に載せたモバイル端末
にも表示可能でリアルタイムに情報共有ができます。

株式会社鴻池組

14:20 ～ 14:40 26
FRPM管パイプラインにおける曲管部一体化システム
『FTR-N曲管』

本新技術は、FRPM管パイプラインにおける曲管部一体化システムです。離脱防止機能を有するFRP製曲管により、前後の直管と
一体化します。従来ではスラストブロックが必要な箇所に対し、新技術では一体化長でのスラスト検討により適用範囲内でスラスト
ブロックを不要とすることができます。曲管布設の工事における工期・工事費の削減や、ブロックによる局所沈下リスクの低減が可
能です。

積水化学工業株式会社

14:40 ～ 14:50 休憩

⑥その他農業農村整備事業に必要と考えられる技術

14:50 ～ 15:10 27 鎖構造継手による屈曲部の耐震性向上工法
大規模地震時にはパイプラインの屈曲部や構造物ぎわなどで多くの被害が発生することが明らかになっています。本技術は管路
屈曲部の適切な範囲に伸縮・屈曲・離脱防止性能を備えた鎖構造継手を配置することで曲管変位に追従する、新しい耐震対策工
法であり、R3年発行の改定土地改良事業計画設計基準（パイプライン）にも掲載されました。

（一社）日本ダクタイル鉄管協会

15:10 ～ 15:30 28
環境配慮コンクリート
「T-eConcrete®」

環境配慮コンクリート「T-eConcrete®」の製造過程で排出されるCO２量に対して、工場の排気ガスなどより回収したCO２から製造
する炭酸カルシウムを用いて、コンクリート内部にCO２を固定することで、CO２収支をマイナスにすることが可能です。

大成建設株式会社

15:30 ～ 15:50 29
生物多様性保全技術
－いきものとともに構造物をつくる－

【いきものインフォ】
・生物種に合った配慮事項を提案するために、当社の関連事例をデータベース化したプラットフォーム。
【いきものプラス】
・地域に適した植栽を整備するために「質・量」の情報を提供する設計支援ツール。
【環境情報GIS】
・里山等の広域な空間整備に対し動植物への影響を把握する電子地図を用いた環境データ管理システム。

安藤ハザマ

15:50 ～ 16:00 閉会挨拶

農業土木展示室　第４１回新技術・新工法説明会　　日程表

日時

6月28日

※　本説明会内容については参考紹介するものであり、当事務所が技術内容の評価、推奨につながる認定を行うものではありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：令和４年６月28日(火)・29日(水)　

新技術・新工法の名称

6月29日


