
２ 設計・施⼯ 維持管理 効率化

⑥施⼯の⽣産性向上を図る技術

泥⼟ 改質    中性改質材 消臭機能 持 改質材

吸⽔性泥⼟改質材     
ジャイワット株式会社

施⼯の⽣産性向上を図る技術
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ワトルの主原料であるＰＳ灰が泥⼟の
⽔分を即時に吸収し強度増加。
その後⽔和反応により更に強度増加。



網⽬ 細        砕⽯ 中詰材 利⽤可能     ⼯

砕⽯かご
共和ハーモテック株式会社

施⼯の⽣産性向上を図る技術

伐採樹⽊をその場でチップ化し、運搬における⽣産性の向上 処理費⽤削減

          ⾞両活⽤   運搬・処分費削減
東京電⼒       株式会社 静岡総⽀社

施⼯の⽣産性向上を図る技術



需要家への引込み管⼯事を⾮開削で施⼯する⼩⼝径カーブ配管⼯法

⼩⼝径カーブ配管⼯法
東京電⼒       株式会社 静岡総⽀社

施⼯の⽣産性向上を図る技術

制約条件   橋脚 耐震補強 薄 巻 ⽴ 厚      ⼯法

PP⼯法
静岡県PSR⼯法研究会

施⼯の⽣産性向上を図る技術



橋脚上端          挿⼊  曲 耐⼒   断耐⼒ 向上   ⼯法

アラミドFRPロッドによる耐震補強
三井住友建設株式会社

施⼯の⽣産性向上を図る技術

機械化施⼯で危険な作業をなくし、吹付施⼯能⼒ 向上

吹付  ⾯ 省⼒化技術          
⽇特建設株式会社名古屋⽀店静岡営業所

施⼯の⽣産性向上を図る技術



      硬化時 適切 ⽔和反応 促     （気泡） 割  抑制

機能型コンクリート型枠合板「プロコンパネル」
株式会社ノダ

施⼯の⽣産性向上を図る技術

①⽣コン圧送時 先⾏     代替品   技術
②通常の鋼管よりも摩擦を抑えて圧送が出来る配管

①『ルブリ』 ②『ラプテ』
旭化成アドバンス株式会社&タケ・サイト株式会社

施⼯の⽣産性向上を図る技術

流動する⽣コンを
⽬視可能

①ルブリ ②ラプテ



２ 設計・施⼯ 維持管理 効率化

⑦維持管理 効率化 図 技術

仮設型枠 ⽀保⼯ 不要 省⼒化 省⼈化 ⼯期短縮 有効 埋設型枠

埋設型枠「デコメッシュ」
フリー⼯業株式会社

維持管理 効率化 図 技術



道路法⾯ 法肩部      雑草抑⽌ 法⾯保護 可能 製品

雑草抑制⼯法『グラストップ』
マックストン株式会社

維持管理 効率化 図 技術

維持管理性 耐久性 ⽌⽔性 優  橋梁⽤      鋳鉄製伸縮装置

ダクタイル鋳鉄製伸縮装置『ヒノダクタイルジョイントα』
⽇之出⽔道機器株式会社

維持管理 効率化 図 技術



落 葉   等 堆積 排⽔能⼒ 低下する現象を最適な形状で解決

ダクタイル鋳鉄製排⽔強化型桝蓋『GR-L』
⽇之出⽔道機器株式会社

維持管理 効率化 図 技術

既設の防⽌柵を撤去せず、補強、嵩上げして安価に再設置できる⼯法

ストロンガー⼯法（H鋼式落⽯防護柵 嵩上 及 補強）
株式会社アースシフト

維持管理 効率化 図 技術



植物 成⻑ 必要 条件を満たしても 雑草 ⾃ 成⻑ 抑制  構造の製品

次世代型の環境製品「防草ブロックと防草エレファンドレン」
全国防草ブロック⼯業会 (jWBA)

維持管理 効率化 図 技術

現場経過写真 ＜道路中央分離帯部の境界ブロック＞
・左側 ／ 防草ブロック敷設
・右側 ／ 従来ブロック敷設

防草ブロックと防草エレファンドレン
施行後７年経過写真施行後７年経過写真

撮影 2019.08..22撮影 2019.08..22

          利⽤  表⾯処理    ⼯法

インフラメンテにおけるウォータジェット技術の活⽤
⽇進機⼯株式会社

維持管理 効率化 図 技術

１）ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ削孔⼯法 ３）ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄよる機械はつり２）ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ同時吸引⼯法
表⾯処理



普通物 薬剤  散布作業 容易 危険 伴 作業 軽減 施⼯性向上 可能

抑草効果を持つショートキープ液剤
株式会社理研    静岡⽀店

維持管理 効率化 図 技術

従来   ⾼ 強度 柔軟性 両⽴ 表⾯ 特殊加⼯   耐久性 向上

耐⽤年数 約20年 ⾼耐久防草シート 「GUシート」
株式会社⽩崎コーポレーション

維持管理 効率化 図 技術



超速硬化ポリウレタン樹脂をコンクリート構造物に塗布する事で、各種劣化  保護

レジテクト⼯法
レジテクト⼯業会 中部⽀部

維持管理 効率化 図 技術

「亜硝酸リチウム」で鉄筋腐⾷抑制効果とＡＳＲ抑制効果を既存コンクリートに付与

総合的コンクリート補修⼯法／リハビリ⼯法
東京電⼒       株式会社 静岡総⽀社

維持管理 効率化 図 技術



⾼ ２    程度 草  刈 事 可能 作業   最⼤斜度 40度 ⽬安

ラジコン草刈り機 RC-１０００
株式会社アクティオ静岡⽀店

維持管理 効率化 図 技術

【ラジコン草刈り機 RC-1000】

既設床版 同等 静弾性係数 実現  床版  ⼀体性 担保  修復材料

超速硬         床版 ⻑寿命化
ショーボンド建設株式会社 中部⽀社

維持管理 効率化 図 技術



耐候性フッ素樹脂フィルムを⽤いた⾼耐久な粘着シートによる塗装代⽤品

ＲＡＣタッチ
ショーボンド建設株式会社 中部⽀社

維持管理 効率化 図 技術

クリアガードワンを1層塗布       落対策 可能  変状可視型接着剤

クリアガードワン⼯法
ショーボンド建設株式会社 中部⽀社

維持管理 効率化 図 技術



⼯期短縮型透明      落防⽌⼯⽤接着剤

クリアガードワンＧ⼯法
ショーボンド建設株式会社 中部⽀社

維持管理 効率化 図 技術

改質アスファルト系の防草シートとトンネル  落対策⼯法

アスガード、ハードメッシュ
前⽥⼯繊株式会社

維持管理 効率化 図 技術

アスガード ハードメッシュ⼯法



鋼⽮板 残置 地盤沈下 抑制 可能 ⼯法

⼟留部材引抜同時充填⼯法
協同組合Masters

維持管理 効率化 図 技術

毎季繁茂  雑草雑⽊ 成⻑ 適切 管理するシステム

雑草等 成⻑抑制管理           
フィールド開発株式会社

維持管理 効率化 図 技術

植物に⼀定の刺激を⼀定間隔で与えることにより、
その システムを移動機能と融合



刈草 樹⽊ 燃料   ⼩型 安価 直接燃焼 ⽊質     発電装置

刈草 伐⽊ 燃料 する⼩型⽊質バイオマス発電装置
リニューアブルエナジー・ジャパン株式会社

維持管理 効率化 図 技術

小型木質バイオマス発電装置の概要図

従来廃棄していた草と樹⽊を
燃料として利⽤することができ、
循環型社会の創造と新規産業の創出

２ 設計・施⼯ 維持管理 効率化

⑧施設点検業務 効率化 図 技術



測定機 操作          簡単 ⾮破壊 残留応⼒ 測定  装置

ポータブル型X線残留応⼒測定装置 μ-X360s
パルステック⼯業株式会社

施設点検業務 効率化 図 技術

残留応⼒測定装置 μ-X360s トラス橋の斜材の計測 タンク溶接線近傍の計測

⾞ ⾛⾏    撮影  動画    AI解析 点検業務 ⾏ 

AIによる移動体検知
株式会社イクシス

施設点検業務 効率化 図 技術


