
熱海市伊豆山土石流災害　災害復旧に関する技術公募　応募技術一覧　（59団体158技術）

整理
番号

提出日 企業・団体名 技術の名称 技術の分類 区分 技術の概要
活用想定
フェーズ

その他

1 2021/8/6 GBS株式会社 コネクテッド・パワースーツ Cray X 人力施工の補助 機械

装着ロボット機器/パワースーツ製品として国内で入手可能な製品として
は最も大きな28kgのサポートを提供する製品。産業用途に開発された製
品で重量物の取り扱い時に腰をサポートする。重機での作業が困難な
シーンでの活用と装着者の作業負荷低減が期待できる。

緊急対応
応急対策
復旧復興

防塵防滴仕様とはなっておらず、雨に濡れ
る環境での作業が困難。

2 2021/8/6 株式会社イクシス GENBA-Monitor　AI検知オプション 工事関係者の情報共有・調整 システム

画像解析AI技術とGENBA-Monitor（IoTネットワークカメラ）の組合せによ
り、高性能カメラで撮影した画像から監視対象物体の変位・消失をAI検知
してアラート送信することで、防災関連・安全管理を支援する。本現場で
は、監視カメラによる工事出来高の確認・記録・共有や、安全管理として
再度斜面が崩れた場合、監視・自動でメールにて通知する機能を提供可
能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

3 2021/8/17 株式会社イクシス
GENBA-Remote（遠隔臨場システ
ム）

工事関係者の情報共有・調整 システム

インターネットを介して、現場へ臨場せずリアルタイムに映像と音声で現
場確認・情報共有ができる遠隔臨場システム。遠隔臨場に必要な機器一
式をワンストップで提供可能（タブレットPC・回線・ウェアラブル/手持ちカメ
ラ・骨伝導ヘッドセットが標準付属）。コンベックスやオートレベルの値を読
取できる解像度で、遅延も少ない。

緊急対応
応急対策
復旧復興

携帯電話の電波が届く範囲内で使用可能

4 2021/8/6 山﨑マシーナリー株式会社
ボルボ製油圧ショベルとグリッパー
搭載チルトローテーター

人力施工の補助 機械

グリッパー搭載チルトローテーター（オペレーター有）
・油圧ショベルに装着するアタッチメント360度回転（左右回転可）で、チル
ト機構が搭載されており、アタッチメントを自由に可動させる。チルトロー
テーター内蔵のグリッパー（掴み機）を使用して資材等の移動、撤去を行
う。
・狭隘地等において機械本体の位置に関係なくバケットをターゲットに向
け、正体することができ、掘削が可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

VOLVO以外のショベルに取り付ける際は改
造が必要となる。

5 2021/8/7 株式会社フジタ　名古屋支店
無機吸水系土質改良材「FTマッドキ
ラー(静岡県リサイクル認定製品)」

土砂と瓦礫の分別 資材

「FTマッドキラー」は、製紙製造過程で発生するペーパースラッジ灰を基材
とした無機吸水系の土質改良材である。同材は化学的に非常に安定して
おり、また、多孔質で吸水性に優れていることから、瓦礫混り土砂に混合
することで、土砂と瓦礫等の異物を容易に分別することができる。更に、
FTマッドキラーは軟泥土を瞬時に改良することができるので、分別された
土砂はすぐに有効利用を図ることが可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

材料の荷姿は、バラ、フレコンパックのいず
れでも提供可能。材料は粉体であり、混合
時には一般的な改良材と同様に粉塵が発
生する。

6 2021/8/7 株式会社フジタ　名古屋支店 全周囲立体モニターシステム 狭隘な現場での施工 システム

バックホウに取り付けた4台のカメラから俯瞰映像を作り出し、オペレータ
に提供する。狭隘な場所での作業の際に周囲を確認することが容易にな
り、重機と人との接触、重機と建物との接触事故を防止することが可能。
カメラの選定で様々なアングルからの映像を見る事ができる。

応急対策
復旧復興

本来はバックホウの遠隔操作を支援するた
めの映像システムであるが、搭乗運転時に
も利用可能。さらに本来のように無線伝送を
行えば、離れた場所からバックホウの作業
状況を確認することも可能。

7 2021/8/7 株式会社フジタ　名古屋支店 GPSダンプ運行管理システム
工事関係者の情報共有・調
整

システム

荷物等を積載した車輌が、予定した搬送ルートで確実に目的地まで運行
しているかを管理する。 安全に運行しているかを逐次監視することができ
る。ＧＰＳ機能付き携帯電話と地理情報システムにより、車輌の運行状況
をＷＥＢ上で容易に管理できる。

応急対策
復旧復興

スマートフォン調達と外部サービス契約まで
含めると、1ヶ月強期間を要する。

8 2021/8/7 株式会社フジタ　名古屋支店 WEBカメラ監視システム
工事関係者の情報共有・調
整

システム

施工中の建設現場や屋外には、近隣住民の方々に及ぼす様々な問題が
存在する。これらの問題を常に監視し、WEB上で遠隔に操作、確認するこ
とができる。

応急対策
復旧復興

100Vの電源と携帯電話の電波が必要。ま
た、それらの画像を一括に取り纏めることで
多業者で共有でき、情報交換ができる。

9 2021/8/7 株式会社フジタ　名古屋支店 真空排土システム 泥土化土砂の撤去 工法

大容量の風量を備えた真空発生装置による真空吸引力を用いた排土シ
ステム。50㎜程度までの石などを含んだ泥水、泥土、土砂の撤去作業に
適している。排土には直径20ｃｍの鋼管及び高圧ホースを接続して使用
する為、狭隘、急峻な場所でも比較的、容易に施工が可能。重機が入れ
ないような場所ではホースの取り回しによる人力作業でも土砂撤去作業
をすることができる。メイン設備の設置には、5.0m×10.0m程のヤードが必
要となる。配管延長は、全長2000ｍ程度までの実績があり、離れた場所
にヤードが確保可能であれば施工可能。

応急対策
復旧復興

・10ｍを目途とした高低差を上部へ排土する
際には、吸引能力の低下を起こす為、考慮
した配置計画が必要となる。
・粒径の大きい物、瓦礫、長尺物の運搬に
は適さない為、別途集積して破砕するか運
搬方法を検討する必要がある。
・設備ヤードに回収した土砂の運搬方法
は、別途検討する必要がある。

10 2021/8/7 株式会社フジタ　名古屋支店 IoT重機土工の「全工程見える化」
工事関係者の情報共有・調
整

システム

土工現場の建設機械・人・測量のすべての施工情報をクラウドサービスに
つなげ、施工の進捗や出来形の情報が、工事管理者だけでなく職長やオ
ペレーター、運転手などすべての現場の担当者へ、リアルタイムで共有で
きるシステム。各オペレーターが相互の位置情報と施工の進捗、ダンプト
ラックの運行状況などをマップ上で視覚的に把握できるため、連携作業が
スムースになり、建設機械の手待ち時間を大幅に改善、稼働率向上につ
ながる。また、関係者間での情報共有がクラウドサービスを通じて実現で
きるため、重機始業前点検の結果をウェブ看板に掲示するなど、安全管
理ツールとしても活用が可能。

応急対策
復旧復興

バックホウやブルドーザはICT建機である必
要がある。
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11 2021/8/10 株式会社NESI 災害情報共有システム迅速果断
工事関係者の情報共有・調
整

システム

防災担当者が、災害や事故の情報を入力すると自動的に時系列に整理
できるWEB版のソフトウェア。主な機能としては、① 事実情報を自動的に
時系列表示、② システム上で関係各所に作業の依頼が可能、③ 災害・
復旧現場の地図や写真・ファイルを登録、④ 他社が登録した事実情報の
Q&A機能、⑤EXCEL形式にダウンロードして報告書に活用。
複数企業で実施する瓦礫・土砂の撤去などの復旧作業において、各社の
状況報告、他機関への依頼、掲載内容のQ&A、写真・資料・地図の共有
により、各社と自治体の情報共有が進み、復旧作業の効率化を図ること
ができる。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・クラウドサーバに格納された災害情報共有
システムにアクセスする方式。インターネット
にアクセスできるPCがあれば利用可能。ソ
フトウェアのインストールは必要なし。
・クラウド利用の場合の契約形態は、原則サ
ブスクリプション方式となる。

12 2021/8/10 株式会社丸八土建 ポリソイル緑化工 その他 工法

ポリソイル緑化工は、アクリル系樹脂の土壌コーティング剤で、施工後1～
3日で時間雨量数十ミリの豪雨でも流されない強固な緑化基盤を形成す
ることができ、その効果は、半年から1年程度持続する。施工時期を問わ
ず全面緑化の確実性を持ちながら、経済性や施工性に優れた緑化工法
である。沖縄県の赤土流出防止対策として20年以上前から使われてきた
工法であり、これまでの実績や信頼性は非常に高く評価されている。

応急対策

通常の施工では、7ｔユニック車に積載した吹
付機（ハイドロシーダー）から最大ホース延
長は約300ｍとなるが、中継タンクと中継ポ
ンプを設置することにより更に延長が可能。
現状の崩壊跡斜面に直接ポリソイル基材を
吹き付ける。施工能力は1日3,000ｍ2が目
安。

13 2021/8/10
日鉄建材株式会社　静岡支
店

テレスコドレーンパイプ（長尺貫入
可能な押出式排水パイプ）

狭隘な現場での施工 資材

あと施工可能な押出式排水パイプ。降雨時の地下水位上昇の抑制、地震
時の過剰間隙水圧消散に効果があり、斜面安全性を高める。高強度の鋼
材で構成されているため、排水パイプをそのまま斜面に押し出して打設で
きる。基本的に盛土斜面向けであるが、地盤強度が低い（目安：N値10以
下）自然斜面や切土斜面でも実績がある。仮設、本設とも使用可能。静岡
県内で6現場、全国で約60現場の実績がある。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・最低施工スペース奥行き約2m。現地条件
に合わせて施工機械を選択できる。
・パイプ長さは2m、3.9m、5.8mの3種類。
・小径（直径5mm）の排水孔を多数（1㎡に対
して約5,000個）有することから、排水性能を
維持しつつ土砂は抜け難い構造となってい
る。

14 2021/8/10
日鉄建材株式会社　静岡支
店

鋼製自在枠 施工期間の短縮 資材

鋼製の枠組みの中に石材や土砂を詰め込んで、外力に抵抗させようとす
る枠組みに自在性（地盤追随性）を加えた鋼製の土留擁壁。各パーツが
軽量なので、現地における運搬を容易に行うことができる。組立てが主な
工程であり施工日数があまりかからない。枠の部材継手を一方向につい
て自在化することにより、ある程度の不同沈下に対応することが可能。構
造部材の加工は全て工場で行い、現場では枠の組立て、石詰等の簡単
な作業だけを行えばよく、少人数で施工できる。
静岡県内（富士宮市）で加工、製造している。治山、砂防、土木構造物とし
て、県内および全国で多数の実績がある。

応急対策
復旧復興

基本的に受注品のため、調査・設計条件の
整理や施工規模によって納期が前後する。
調査・設計…1週間～1カ月程度
製造…1カ月～2カ月程度

15 2021/8/10 矢作建設工業株式会社 PANWALL工法（地山補強土） 狭隘な現場での施工 工法

地山の急こう配化、既設擁壁の補強、災害復旧、河川護岸（掘り込み河
道）工事において、上部に支障物が存在する場合や用地境界があり一般
的な構造物が施工できない時に、地山補強土の逆巻き技術を用いて解決
する技術。災害地等において、大規模な掘削無しで安全に地山を補強す
ることが可能な技術であり、比較的小型重機での施工が可能。

復旧復興

表面工（コンクリートプレキャスト板）が受注
生産となるので、工事受注後に1か月半程
度の製作期間が必要となる。

16 2021/8/11 株式会社Polyuse
建設用３Dプリンタを用いた集水桝
等のコンクリート構造物の効率的な
施工

施工期間の短縮 工法

現場至近の仮設事務所などで箱型の建設用３Dプリンタを設置し、ドライ
モルタルを投入することで自動で構造物を造形することができる。型枠を
組まずに施工できるため、専門的な技術なく３D CADデータに基づいた造
形が可能かつ、省人化を図ることができる。
現場において必要なのは電源と水源、造形物のサイズに合わせた造形
環境。１m×１m×１mの集水桝サイズでおおよそ３時間半程度で造形が
可能。造形時にオペレーターは安全性を考慮すると２名程度現時点では
必要。

緊急対応
応急対策
復旧復興

現時点では製品化されておらず、今後β版
の販売を予定しており、前田建設工業や吉
村建設工業といったゼネコンや大学機関と
共同でPoCや研究開発を行いながら現場実
証を進めている段階のため、利用時にはあ
る程度の産業財産権 (写真上で特許事項に
関しては公開できないなど)の保護などが必
要。

17 2021/8/17 東亜グラウト工業株式会社 ネットロール土のう工法 施工期間の短縮 工法

大型土のう（トンパック）を積み上げて形成された層体の表面を高強度
ネットで覆う構造により、ネットが土のうを拘束し柔軟に土砂を受け止める
工法。本技術は、発災後1週間以内での設置完了を想定した緊急対策工
である。斜面高20m、斜面勾配40°、投下土砂量45m3での実規模の土砂
衝突実験により効果検証を実施している。通常の土のう袋にもネットを巻
くことが可能なため，水防用土のうにも適用可能。

緊急対応

本技術は、（一財）砂防・地すべり技術セン
ターおよび東亜グラウト工業の共同により特
許出願中。

18 2021/8/17 東亜グラウト工業株式会社
土石流・流木流下防止緊急対策工
（通称：強靭ワイヤーネット工）

狭隘な現場での施工 工法

土石流作用時にリングネットとエネルギー吸収装置のブレーキリングが変
形することで大きな衝撃エネルギーを吸収できる柔構造物工法である。本
技術は，土石流災害直後に人命を守るための緊急的な対策を目的とした
使用（災害関連緊急事業等による砂防堰堤が完成するまでの暫定的な
安全対策として使用）ができ，砂防工事の着工から完成までの安全対策と
して使用できる。

応急対策

・部材が軽量なため搬入と設置が容易で短
期施工（最短1ヶ月）が可能。
・設置後、土石流が発生しなかった場合、構
造部材は他現場へ転用することも可能。
・ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大
賞）2015　優秀賞受賞
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19 2021/8/17 計測ネットサービス株式会社 K‐CLOUD
工事関係者の情報共有・調
整

システム

施工現場に導入している環境計測器、測量機、埋設計器、WEBカメラと
いった複数のセンサーをクラウドにより一元管理するシステム。計測デー
タはスマホやタブレット等で容易に確認でき、帳票等での出力も可能。ま
た、閾値を超えたら関係者に自動で警報メール送信する機能を有してい
る。

緊急対応
応急対策
復旧復興

計測機器の設置及びレンタルも可能。

20 2021/8/17 有限会社アダプト ICT建機（マシンコントロール建機） 施工期間の短縮 機械

当社はマシンコントロールバックホウ、マシンコントロールブルドーザー、
TS追尾型ブルドーザー、各種ICT測量機等を所有しているとともに、中部
地方整備局認定のICTアドバイザー等の技術者を有しており、ICT施工の
自社施工ができる。ICT施工の導入により24時間施工が可能となり、施工
期間の短縮が期待できる。

復旧復興

・自社所有重機による自社施工が可能
・本工事は山間谷部での施工となるため、
事前に電波環境を調査し、ICT施工環境の
構築や適合したICT建設機械の投入が重要
となる。

21 2021/8/17 有限会社アダプト 自走式スクリーン 土砂と瓦礫の分別 機械

当社が所有するBM595Fは2選別の「自走式スクリーン」であり、限られた
スペースで土砂と瓦礫の分別作業を行うことができる。スクリーンの網目
は□100・□40等を揃えており、状況に応じて使い分ける事が可能。

復旧復興

自社所有重機による自社施工が可能

22 2021/8/17 有限会社アダプト 自走式改良機リテラ 泥土化土砂の固化 機械

当社は自走式改良機リテラ（BZ210)を所有しており、施工箇所が狭く限ら
れたスペースで泥土化土砂の改良作業を行うことができる。リテラを使用
すればCSG工法が可能となり、発生土を用いた砂防対策も検討出来る。
＊リテラの施工概要･･･原料土をバックホウで投入し、設定された固化材
が添加され改良機内で攪拌混合される。攪拌混合された改良土はベルト
コンベアより搬出される。

復旧復興

自社所有重機による自社施工が可能

23 2021/8/17 西松建設株式会社
インフラ監視クラウドシステム
OKIPPA（オキッパ）傾斜計・伸縮計

工事関係者の情報共有・調
整

システム

本技術は、変状が懸念される箇所にセンサボックス（10㎝×10㎝×4㎝）
を設置するだけで監視が始められる傾斜及び伸縮監視クラウドシステム
で、計測データの変化により変状を把握したい応急復旧現場の安全監視
等に利用できる。当該現場は、本システムでデータ伝送に使用する無線
通信（Sigfox通信）が利用可能範囲であるため、即時の監視開始が可能
（導入できる機器の台数に制限無し）。本システムの監視管理画面は、特
別なソフトのインストールが不要であり、一般的なブラウザで閲覧可能。ま
た、任意に設定可能な閾値を計測値が超過した際、あらかじめ登録する
メールアドレスにアラートメール通知できるため、変状の有無を復旧作業
関係者へ即時に情報共有が可能（登録数に制限無し）。

緊急対応
応急対策
復旧復興

機器設置位置は通信可能範囲とする必要
がある。

24 2021/8/18 株式会社助太刀 マッチングプラットフォーム「助太刀」
工事関係者の情報共有・調
整

システム

　「助太刀」は建設事業者同士をマッチングさせるアプリケーション。ス
マートフォンでアプリをダウンロードし、ユーザー登録すれば即日利用でき
る。現在、15万超の建設事業者が登録しておりアプリ上でメッセージをや
り取りすることで、工事の受注者、発注者が繋がる事ができる。
　今回の熱海土石流災害に関して、「災害支援機能」を8/16より無料開放
している。「災害支援機能」とは登録事業者のうち災害時支援が可能であ
ると意志表明している建設事業者を一覧表示する機能。8/17時点では全
国の100以上の事業者から“復旧工事支援の意思有り”と回答を得てい
る。（*参考　2021/7/27 プレスリリース）https://suke-
dachi.jp/company/pr/210727.pdf

復旧復興

　「助太刀」は国土交通省の「令和2年度 i-
Construction大賞」において国土交通大臣
賞を受賞しており、建設業のDXを推進する
優れた取り組みとして評価されている。（*参
考　2021/2/26 プレスリリース）
https://suke-
dachi.jp/company/pr/210226.pdf

25 2021/8/19 株式会社建設システム
小黒板電子化アプリと写真クラウド
サービスを利用した情報共有サー
ビス

工事関係者の情報共有・調
整

システム

本技術は、写真撮影アプリ「SiteBox」で現地状況を撮影し、クラウドサー
ビス「写管屋クラウド」を用いて、現地の状況を関係者間でリアルタイムに
共有することを可能にする技術。この技術を活用し、発注者、設計者、関
連工事の施工者間で、迅速な情報共有を行うことにより現場の待ち時間
を短縮することで、安全に災害復旧の施工期間短縮に寄与する。さらに、
撮影した工事写真は、自動で電子納品が可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

写真をアップロードするためには、現場での
ネットワーク環境（SIMカードもしくはWifi）が
必要。なお、今回は弊社所在地と同一県内
で発生した災害のため、全社で万全なサ
ポート体制の実施が可能。

26 2021/8/19 株式会社建設システム
事務所などのPC（サイバー空間）と
建設現場（フィジカル空間）をリアル
タイムに繋ぐ情報共有

工事関係者の情報共有・調
整

システム

3D施工データ作成ソフト「SiTECH3D」で作成したデータを測量端末である
「快測ナビ」と連携することで、技術者は現場での位置出しや丁張設置な
どをワンマンで行うことが可能。またこの3D施工データは作業員でも簡単
に扱うことができ、設計に対してリアルタイムで比較・確認しながら作業が
行える。さらにこの3D施工データは、マシンガイダンス（MG）・マシンコント
ロール（MC）にも利用が可能。
また、3D施工データをクラウドで閲覧・共有する「KENTEM-CONNECT」に
アップロードすることで、PC上（サイバー空間）で建設現場（フィジカル空
間）の計測状況（計測位置、計画との標高差など）の確認が可能となる。

応急対策
復旧復興

測量端末とクラウドとの接続するために、現
場でのネットワーク環境（SIMカードもしくは
Wifi）が必要。
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27 2021/8/20 ヒロセ補強土株式会社
M1ウォール工法（パネル組立式大
型ブロック）

狭隘な現場での施工 工法

従来の大型ブロックを分割し、パネル組立式にする事により理想的な構
造を可能にし、経済性・施工性・景観性・安全性を追求したもの。特殊な施
工技術は不要であり、近年の災害復旧工法として、多くの採用実績を有
する。
パネル重量が軽量（120kg／枚）であり、組立てに大型クレーンを必要とし
ないため、狭隘部での施工が可能。パネルサイズが1㎡（幅2m×高0.5m）
で積み重ねることにより、他の大型ブロックより資材保管場所を必要とし
ない。折れ点加工が自在で、バチ部のコンクリート打設が不要（コンクリー
トカッターにより前面パネルを加工）。壁前面も直・1:0.3・1:0.5～緩勾配な
ど様々に適用でき、背面側と異勾配が可能。残存型枠のため、2次製品
の大型ブロックでは対応できない大断面にも対応可能。

復旧復興

パネルのテクスチャーと明度の証明書を取
得済であり、河川災害市場に適用可能。「美
しい山河を守る災害復旧基本方針」に準
拠。

28 2021/8/24 ヒロセ補強土株式会社 EPルートパイル工法 狭隘な現場での施工 工法

地山に補強材（小口径場所打ち杭）を打設することで、地山の変形を抑
制、自然斜面や地山が崩壊するのを防ぐための地山補強土工法。斜面
補強・耐震補強・構造物の基礎補強など幅広い用途で活用可能。1980年
導入以来、東日本大震災や熊本地震の復興など、数多く採用されてい
る。工事は、単管足場と小型ボーリングマシンで施工できるため、施工幅
3m～4m程度の狭所、急傾斜面等においても最小限の用地で施工が可
能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

29 2021/8/24 ヒロセ補強土株式会社 EPS工法 狭隘な現場での施工 工法

EPSの重量は土砂の約1/100という超軽量であるため、積み上げに重機
を必要とせず、人力作業での積み上げが可能。重機を必要としないため、
足元が脆弱な災害地や急斜面での施工では、作業時の安全性を高め、
優れた施工性を発揮する。特に地山への影響を最小限にすることが可能
であることから、災害時の盛土の早期復旧、仮復旧、本復旧としても多く
の実績がある。

緊急対応
応急対策
復旧復興

補強土ネットサービスでは24h対応してい
る。ネットで数値を入力するだけで断面、工
事費の検討ができる。

30 2021/8/23 ARAV株式会社
後付遠隔操縦装置「アラヴ・コント
ローラ」

施工期間の短縮 システム

本技術は、各種建設機械に後付けで搭載出来る、日本全国で操作可能
な操作・映像遅延の少ない遠隔操作システムの技術であり、技術の成立
性は各種実験・試験実績で確認されている。

応急対策
復旧復興

31 2021/8/23 日本国土開発株式会社
回転式破砕混合工法によるがれき
混じり土砂の分別改良技術

土砂と瓦礫の分別 工法

本工法は、自走式の回転式破砕混合機を用いて、がれき混じり土砂の分
別及び発生土の改良を行う工法である。高含水比異物混入土砂の分別
改良が可能であり、限られた施工ヤードで分別改良することができる。当
社は、組立解体が不要な自走式の回転式破砕混合機を保有している。

復旧復興

静岡県新技術・新工法に登録番号1454で平
成25年に登録済。

32 2021/8/23 井上鋼材株式会社
ダンプカー用タイヤ泥落とし装置【ス
パッツ】

残土処理 製品

ダンプカー用タイヤ泥落とし装置【スパッツ】は、電気を必要とせず大型ダ
ンプのタイヤ回転動力を使用して前後輪のタイヤに付着した泥土を同時
に10秒足らずで落とせる装置である。使用方法としては現場や残土置き
場の出入口に設置すれば公道に出る前に泥土を落とすことが出来る為、
地元周辺環境に配慮することが出来る。タイヤを洗浄する為の人員削減
や作業時間の短縮に貢献出来る。種類に乾式タイプと湿式タイプがある。

復旧復興

装置を設置する条件
　・レベル状態の作業スペースが必要。
　・レンタル対応。（運搬及び設置は当社で
実施可能）

33 2021/8/24
株式会社グリーンアローズ中
部

吸水系土質改良材（①GT-F・②
GA-7・GA-1）

土砂と瓦礫の分別 資材

①ＧＴ－Ｆは多孔質で吸水性に優れたペーパースラッジ灰(以下PS灰)を主
体とした製品で、比較的含水比の高い浚渫土や掘削土の土質改良を目
的とした製品である。特に含水比や粘性の高い廃棄物交じりの土砂をトロ
ンメルなどを用いて分別する際には、前処理として当製品で改質する事
で、廃棄物との分離が容易となる。
②ＧＴ－Ｆをベースに生石灰を添加したGA-7、GA-1は、土砂に含まれる
水分と生石灰との反応熱を利用して、より効果的な改質が可能となる。但
し、土砂の含水状況に応じた選定が必要となるので、当社にて土質を調
査の上で最適製品を提案する。

緊急対応
応急対策
復旧復興

①材料は粉体である為、混合時に粉塵が発
生する。
②荷姿については、フレコンパックもしくはバ
ラでの納品となる。
※GA-7とGA-1は生石灰を含む改質材であ
る事から、現地で保管する際には、使用前
の発熱を防止するため、雨濡れの防止養生
やフレコン同士を離して保管する等の注意
が必要である。

34 2021/8/25
株式会社ダイセキ環境ソ
リューション

瓦礫類等廃棄物混じり土砂（ふっ素
溶出量環境基準超過）の分別によ
る建設資材化

残土処理 その他

・瓦礫類等廃棄混じり土砂（ふっ素溶出量環境基準超過）を廃棄物と土砂
に分別する際、マグネシウム系改質材を添加・改質した後にふるい分けを
行うことにより、①廃棄物の除去②土砂の強度付与＆土砂のふっ素不溶
化処理を行い、港湾工事等での資材活用を可能とする。
①土砂から瓦礫類等を除去する際、マグネシウム系改質材を使用し、土
砂の瓦礫類への付着を低減する（混合は　バックホーを使用して行い、移
動式ふるい機を使用してふるい分けを行う）。
②瓦礫類等を除去した土砂は改質材の効果により、「コーン指数
200kN/m2以上、pH中性、重金属濃度土壌環境基準値以内」となり、残土
として、港湾事業等における資材活用等が可能となる。

復旧復興

・ふるい後の土砂を建設資材として使用可
能な事業が存在することを前提としている。
・土砂の含水によって改質材の使用量が変
動する。また、改質材の種別は土質に合わ
せて選定する。
・ふるい目より細かい瓦礫類等が一部土砂
の中に残る。
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35 2021/8/25
株式会社ダイセキ環境ソ
リューション

瓦礫類等廃棄物混じり土砂（ふっ素
溶出量環境基準超過）の分別によ
るセメント再資源化

残土処理 その他

・瓦礫類等廃棄混じり土砂（ふっ素溶出量環境基準超過）を廃棄物と土砂
に分別する際、吸水系土質改質材を添加・改質した後にふるい分けを行
うことにより、①廃棄物の除去②含水調整を行い、セメント工場における
原料化（再資源化）を可能としする。
①土砂から瓦礫類等を除去する際、吸水系土質改良材を使用し、土砂の
瓦礫類への付着を低減する（混合はバックホーを使用して行い、移動式
ふるい機を使用してふるい分けを行う）。
②吸水系土質改良材の効果により、瓦礫類等が除去され、含水率が低減
した土砂は、ふっ素溶出量土壌環境基準値超過の状態のままであるが、
汚染土壌として、セメント工場における処理が可能となる。

復旧復興

・ふるい分け後の土砂が現地等で資材活用
不可能もしくは残土処分不可能な場合を前
提としている。
・セメント工場向け運搬が海運の場合は熱
海港が使用可能であることを前提としてい
る。
・セメント工場の受入承諾を前提としている。
またセメント再資源化には別途汚染土壌処
理費用が発生する。

36 2021/8/24 株式会社インバックス

対象地区内で発生した泥土を含む
現地発生土砂および瓦礫（木片・プ
ラスチックなど有機性ガラを除く）の
有効活用（再利用）

残土処理 その他

泥土を含む現地発生土砂および瓦礫(木片やプラスチックなど有機性ガラ
を除く)に適切なセメント・固化材と水を混合する事により、建設資材として
現場内で有効活用ができる。当社は、全国で9,000ケースを超える当工法
の実績がある。このデータと対象となる現地発生土砂を用いた材料試験・
配合試験結果より、適用する構造物等の建設資材として必要な要求品質
を満足する配合技術を提供する。砂防堰堤への採用実績は多数ある。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・当社は施工対応ができないため、実際に
施工を行う施工業者との共同での対応とな
る。
・多くの現地発生土砂を活用する場合、セメ
ント・固化材の供給検討が必要となる。

37 2021/8/24 フリー工業株式会社 埋設型枠「デコメッシュ」 施工期間の短縮 資材

省力化・省人化・工期短縮に有効な埋設型枠「デコメッシュ」は、仮設型枠
や支保工を必要とせず、コンクリート構造物が簡単に素早く構築できる超
軽量の埋設型枠（残存化粧型枠）。
①早い：脱型不要で、前面の支保工も不要。
②軽量：一枚8.5kg/㎡と超軽量で、狭隘な箇所においても人力により運
搬、設置が容易。
③簡単：上下左右はボルトのみで組み立てられ、切断・曲げ加工も容易。
打設状況が表面から確認出来るのでより精度の高い品質管理が可能。

応急対策
復旧復興

・デコメッシュ使用によるコンクリート構造物
の壁厚は0.2ｍ以上は必要（組立のため）
・軽量なため、4ｔ平車でも最大積載量が300
㎡。
・静岡県新技術・新工法登録　№1535

38 2021/8/24 フリー工業株式会社 鋼製水抜き管「ハーフパイプ」 狭隘な現場での施工 資材

ハーフパイプとは上部をメッシュ状にすることで、集排水効率を高めた、打
込み可能な水抜き鋼管。
・斜面崩壊の原因である「水」を排出し、斜面安定性を高める。
・従来の排水パイプに比べ集排水効率が大幅に上昇し、効率的に排水可
能。
・盛土の地震時の液状化現象も軽減する。
・鋼製であるため、盛土等では打込みが可能。

応急対策
復旧復興

・1本1ｍでロープ足場等での打ち込みが可
能。
・１本打ち込むごとに連結し打ち込むため、
狭隘な箇所での施工が可能。
・Ｎ値５程度以上の場合は、プレボーリング
が必要な場合がある。
・静岡県新技術・新工法登録　№1561

39 2021/8/31 フリー工業株式会社 鋼製受圧板「田（DEN)パネル」 施工期間の短縮 製品

田(DEN)パネルは緑化を目的とした切土補強土工法用の鋼製受圧板であ
る。従来工法の現場打ち吹付法枠工に対して、以下の利点が得られる。
①2次製品であるため、省人化・省力化が図れ、大幅に工期が短縮でき
る。
②枠幅が狭く枠高も低いため、全面緑化に近い緑化が期待できる。
③逆巻き施工が必要な場合は、切土補強土工を先行できるので安全に
施工することができる。

応急対策
復旧復興

・接地面の凹凸が大きい場合は、別途フィッ
トシートの設置が必要。（10㎝程度まで不陸
調整が可能）
・適用範囲は、許容設計荷重130kN/本以
下。
・静岡県新技術・新工法 登録 NO.1533

40 2021/8/31 フリー工業株式会社 トップウォール工法 狭隘な現場での施工 工法

トップウォール工法は、切土補強土工法を主体に切土面や既設擁壁面の
安定を図る工法である。特に、切土時の斜面安定が確保できず逆巻施工
を必要とする場合に有効。擁壁構築を行う前に安全に切土掘削が完成す
るので、早期の交通解放が可能で、施工ヤードも確保できる。また、一般
工法に比べて掘削土量を少なくすることができるため、既設構造物の移
設や取り壊しなどを最小限に留める。擁壁の構築は、残存化粧型枠を用
いて工事の省力化・短縮化が可能。

応急対策
復旧復興

・切土補強土工の削孔は、削岩機、バック方
式ドリル、クレーン式ドリル、ボーリングマシ
ン（軽量型 or ロータリーパーカッション）の
何れかの削孔機が必要。
・大規模な崩壊が想定される場合や盛土材
への補強などに対して適応できない場合が
ある。

41 2021/8/31 フリー工業株式会社 軽量盛土工「PCW工法」 狭隘な現場での施工 工法

高い自立性、安定性、強度を備えた外壁用鉄筋コンクリートパネルと気泡
混合軽量盛土を併用し、耐久性の高い軽い盛土構造物を安全で経済的
に構築する工法。特に、急峻で狭隘な地形や脆弱な地盤での盛土構築を
必要とする場合に適している。基礎底面幅１ｍ程度で施工が可能で、地
山掘削量を極力少なくできまる。そのため、他工法に比べて既設構造物
の撤去を少なくでき、現道を切土できない狭小箇所の施工も可能。また、
切土補強土工やグラウンドアンカー工を併用して施工することが可能で、
安全・迅速な災害復旧が可能。

復旧復興

・調査、設計、パネル製造（受注生産）が必
要で、工事着手までに1か月以上必要とな
る。
・パネル設置にはクレーンによる設置が必
要。
・静岡県新技術・新工法 登録 NO.1536

42 2021/8/24 プラムシステム有限会社
騒音環境でも認識できる緊急伝達
装置（キツツキハンマー）

工事関係者の情報共有・調
整

システム

急峻・危険な現場作業等での転倒、滑落などを検出して、LPWA無線を介
して周辺の仲間や事務所に通知するシステム。また、携帯電話が繋がる
エリアであれば、ITBookテクノロジー社の「みまわり伝書鳩」と組み合わせ
ることで、クラウド管理が容易に構築可能。現場の気象観測、熱中症指数
及び作業者の緊急信号を４G/LTEを介してネットワークでクラウド管理で
きる。

緊急対応
応急対策
復旧復興
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43 2021/8/24 株式会社エム・ソフト
「ひとりで」「スマホで」「即座に」測量
ができるARアプリ「スマホ de サー
ベイ」

施工期間の短縮 システム

スマホ de サーベイは、特別な機器を使用することなく、ARで誰でも簡単
に素早く土量や地形を把握することができるスマートフォンアプリ。土木・
建築工事の現場で日常的に生じる測量業務を大幅に省力化することが可
能。測量タイプは次の4つから選択できる。
①「横断測量」　地形の変化点を指定して、断面の高低および面積を計測
②「盛土土量」　底面4点と上面4点を指定して、盛土の土量を計測
③「掘削体積」　底面4点と上面4点を指定して、掘削現場の体積を計測
④「面積測量」　3点以上の頂点を指定して、多角形の面積を計測

復旧復興

・本製品を使用するには、iPhone/iPadが必
要。
　※LiDAR搭載タイプのiPhone/iPadを推奨
・対象の地形や形状によっては、誤差が出
たり、測量出来ないことがある。
・多角形の錐形測量には対応していない
が、別途改良費で機能強化可能（約100万
円）
・大林組と共同開発したスマホアプリ

44 2021/8/24
株式会社ファーストソリュー
ション

耐候性大型脱水土のう「エコポー
チ」

狭隘現場からの土砂搬出・運
搬

製品

汚泥を当製品に投入することで、「脱水～天日乾燥～運搬～保管」までの
一貫処理が可能。
・業界唯一のJIS及びJFC規格品である。使用期間は1年間限定である
が、各部の損傷や異常がないことが確認できれば再使用することも可能。
・脱水効果が高いセンターウェル（ドーナツ型）構造（特許技術）
・有効容量1,100ℓ、材質はポリプロピレン特殊素材（生地の目合い（隙間）
0.5～1.0mm）、PL 保険加入

緊急対応
応急対策
復旧復興

・水分が極端に多い汚泥（シャバシャバの状
態）の場合は濁水処理機等の併用を推奨。
※濁水処理機で濃縮した汚泥をエコポーチ
に投入することで作業効率が高くなる。

45 2021/8/24 多摩防水技研株式会社
ポリウレア敷鉄板代用プレート
及び仮設歩行用通路パネル

狭隘現場からの土砂搬出・運
搬

製品

【敷き鉄板代用プレート】耐圧性断熱材（商品名：ゼットロン）に弊社ウレア
樹脂（商品名：リムクイック）にて厚み9㎜コーティングしたもの。重さ35K前
後で、人力にて運搬可能。キャタピラーにて上を走行可能。耐摩耗性に優
れる。断熱材の厚み調整で、水に浮く比重に調整可。オプションにて、
ロープ取付用等、要求される性能に応じ、形状など対応可能。
【仮設歩行用通路パネル】ポリスチレンフォームのスタイロフォーム等に
（重さ：水の1/30:サイズ900×1800）弊社ウレア樹脂（比重約１）で約2㎜
コーテイングした製品。軽く水に浮き重さ10K程度。持ち運びも容易。流動
性の少ないぬかるみ等で安定した作業床になる。連結用に形状変更も可
能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

ウレア樹脂は軽くて強靭であり(弊社HPに動
画あり）、オーダーメードで形状自由なアイ
テムの提供が可能。

46 2021/8/24 株式会社大林組
コンクリートがら・土石流土砂を利用
した構造物の構築工法

狭隘な現場での施工 工法

現地発生材を使用した下記の２工法により導流提、砂防堰堤、ブロック等
の築造・製造を行う。災害廃棄物、土砂の搬出量を減らすことができ、生
コンの搬入が困難な狭隘な場所での施工も可能。モルタルの練混ぜ水に
海水を使用することができ、真水の供給が困難な場所での製造も可能。
１．大割りしたコンクリートガラを型枠に充填し、空隙にモルタルを充填して
コンクリートを製造・施工
２．土石流土砂にセメント・水を混合して製造した、固練りソイルセメントモ
ルタルを締固めて構造物を築造

応急対策
復旧復興

・がら充填用のモルタルは現地に設置した
プラントか、生コン工場で製造する。
・土砂利用モルタルは現地に設置したプラン
トで製造する。
・事前の品質確認試験に２ヶ月程度必要。
・有償での技術指導が可能。コンクリートが
ら利用については弊社特許の使用料が発
生する。

47 2021/8/25 鈴健興業株式会社
薄いもの、細いものも掴めるパワー
ショベル用アタッチメント・グラップル

土砂と瓦礫の分別 機械

土砂に埋もれた木造家屋の柱をはじめ、薄手のトタンや、鉄骨、電線、ア
ルバム（写真帳）なども掴むことができるパワーショベル用アタッチメント・
グラップル（特許6192313）。このグラップルの使用で、一般的なグラップル
で作業可能な対象物を片づけられるだけでなく、通常人力で作業が必要
な細かい片づけも可能となり、作業の効率化や省力化による安全性の向
上を図ることができる。・東日本大震災津波がれき処理、福島第一原発復
興作業、丸森町がれき処理等で実績有。オペレーター有。

緊急対応
応急対策
復旧復興

グラップルの先端でつまむことを行う必要が
あるので、この形のｸﾞﾗｯﾌﾟﾙの操作に比較的
熟練したオペレータを必要とする。

48 2021/8/25 鈴健興業株式会社
重機による災害廃棄物選別システ
ム

土砂と瓦礫の分別 工法

振動ふるい機、鋼製コンベア、回転グラップルアタッチメント付きバック
ホーなどの建設重機で構成され、土砂、コンクリート、木材、金属、プラス
チックなどが混入した災害廃棄物を効率的に分別することができる（特許
第6025527号）。東日本大震災・南三陸町がれき処理導入運転実績有（24
万㎥を1年半で処理）。環境省・福島中間貯蔵施設導入運転実績有（現在
稼働中）。オペレーター有。

復旧復興

移動式ユニットになっているため、即日搬
送・運転可能。

49 2021/8/25 鈴健興業株式会社 泥土化土砂の造粒固化システム 泥土化土砂の固化 工法

泥土化した高含水土砂を、セメント系固化材と高分子吸水材を混合するこ
とで、高分子給水材が水分を取り込み、セメント系固化材で造粒固化さ
せ、高品質の改質土に変える。 この改質土は、土として様々な用途に活
用できる強度を持ち、降雨などにより再び泥に戻らない。 また、特殊固化
材は有害物質を含まないため、土壌環境基準を満たす改良土を生産する
ことが出来る。改質土はその優れた特徴から、盛土材・路床材・築堤材な
どとして建設工事に活用することが可能。オペレータ有。

復旧復興

・移動式ユニットになっているため、即日搬
送・運転可能。
・NETIS登録技術
・北海道、栃木県、福井県、新潟県でリサイ
クル技術認定済
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50 2021/8/25 鈴健興業株式会社 移動式災害がれき処理機各種 その他 機械

移動式コンクリート破砕機×4台（①BR580JG,、②BR480RG、③MC110Z、
④MR110Z（i）EVO2）、移動式ふるい分け機×4台（⑤パワートラック800、
⑥CV90D、⑦VR516FS、⑧サンドビックQE341）、移動式木くず破砕機×2
台（⑨CBIマグナムフォース6800、⑩PETERSON 4710D)、移動式破砕機
×2台（⑪ビッグバスSRS-950C、⑫ビッグバスSRS－950DM）、移動式トロ
ンメルスクリーン×1台（⑬SM620K）

復旧復興

すべて自社所有の為、即日搬入・稼働可
能。

51 2021/8/26
五洋建設株式会社
ジャイワット株式会社
（共同応募）

吸水性泥土改質材「ワトル」 泥土化土砂の固化 資材

ワトルの基材は製紙工場から発生するペーパースラッジ灰（PS灰）であ
る。PS灰の持つ高い吸水性能により泥土改質に即効性があり、泥土の早
期のダンプ運搬等が可能となる。また、時間経過に伴い強度が増加し数
日の養生期間でヘドロが良質土に生まれ変わる。土砂崩れで発生した泥
土や陸上での掘削工事に伴って発生する泥土、また港湾・河川・湖沼で
の浚渫土の改質処理に適する。またセメントのように固結しないので改質
土の再利用が可能である。ワトルは泥土の改質のほか、中性改質材、消
臭機能、有機質土への有効性を持つ改質材としての機能がある。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・ワトルの混合攪拌にはバックホウが必要で
ある。
・静岡県新技術・新工法登録　No.1637
・NETIS登録技術

52 2021/8/26
五洋建設株式会社
ジャイワット株式会社
（共同応募）

吸水性泥土改質材「ワトル」を用い
たガレキ混じり泥土の分別方法

土砂と瓦礫の分別 工法

・泥土状の対象土に吸水性泥土改質材「ワトル」を混合して改質すること
で、混入する異物の除去を容易に行うとともに、良質な土砂材料を得る工
法である。
・「ワトル」はPS灰系吸水材で、単体で土壌環境基準に適合する安全な材
料である。粉体（トンバック搬入）の「ワトル」は、直接散布してBH攪拌する
ことで容易に対象土と混合できる。
・異物の除去工程は、スケルトンBH（１次ふるい）と自走式振動スクリーン
（２次ふるい）で構成され、70～100m3/hの分別処理が可能である。
・分別処理後の改質土は、「ワトル」の特徴（含水比の即時低減、非硬化
型の緩やかな強度発現）により、そのまま土砂として搬出できる。

応急対策
復旧復興

・BHと自走式振動スクリーンの設置スペー
スが必要である
・事前配合試験により添加量を定める必要
がある
・分別土砂について、利用用途に応じた品
質を規定する必要がある

53 2021/8/27 環テックス株式会社
災害土砂分別システム（瓦礫混り災
害土砂から、可燃物、不燃物、金属
を自動で分別する機械システム）

土砂と瓦礫の分別 工法

津波、河川氾濫、線状降水帯、台風等の大水害で発生した高含水率混合
瓦礫土砂を異なる能力を持つ機械で構成し、自動で土砂、不燃物、可燃
物、金属に分別するシステムである。投入された土砂は、6段階の分別工
程を経るため、分別精度の高い物が排出される。貴重品、貴金属の回収
が可能。東日本大震災の津波で生した、瓦礫混り土砂、原子力発電所奮
発事故で発生した除染土砂の分別において評価が高い分別機で構成さ
れている。
・提供時期：整備完了品あり1ヶ月で納品可能
・時間当り土砂処理能力：約40t/h、機械仕様：移動式、設置標準工期：10
日

応急対策
復旧復興

・泥土化土砂の固化の機能追加可能
・分別機械のシステムを設置する20ｍ×50
ｍの敷地が必要
・投入土砂、分別物を置くストックヤードが必
要
・トレーラー、大型トラックが通行出来る道路
付けが必要
・設置場所により、機械運転時に発生する
振動、騒音、粉塵の対策が必要な場合があ
る。

54 2021/8/27 環テックス株式会社
土砂搬送エプロンコンベア（重機選
別の機能を持ち、投入物を定量に
供給する機械）

土砂と瓦礫の分別 機械

土砂に含まれる大きな塊を重機で除去が出来るように均し、後段の設備
に大塊の無い土砂を定量的に供給する機械。重機による分別物は概ね
300mm以上の大塊。不法投棄や最終処分場の掘り起こしごみの一次分
別（グラップル付き重機による分別）に実績がある。
・提供時期：整備完了品あり10日で納品可能
・時間当り土砂処理能力：約40t/h、機械仕様：移動式、設置標準工期：2
日
・オペレータ、メンテナンス者：派遣可能

応急対策
復旧復興

・分別機械のシステムを設置する15ｍ×4ｍ
の敷地が必要
・投入土砂、分別物を置くストックヤードが必
要
・トレーラー、大型トラックが通行出来る道路
付けが必要
・設置場所により、機械運転時に発生する
振動、騒音、粉塵の対策が必要な場合があ

55 2021/8/27 環テックス株式会社
土砂圧力振（PGS：混合瓦礫土砂か
ら20ｍｍ以下の土砂を回収する機
械）

土砂と瓦礫の分別 機械

津波、河川氾濫、線状降水帯、台風等の大水害で発生した含水率の高い
混合瓦礫土砂から、20mm以下の土壌を回収する機械。東日本大震災の
津波で生した、瓦礫混り土砂、原子力発電所奮発事故で発生した除染土
砂の分別において評価が高く、多くの実績がある分別機械である。
・提供時期：整備完了品あり10日で納品可能
・時間当り土砂処理能力：約40t/h、機械仕様：移動式、設置標準工期：2
日
・オペレータ、メンテナンス者：派遣可能

応急対策
復旧復興

・機械を設置する10ｍ×4ｍの敷地が必要
・投入土砂、分別物を置くストックヤードが必
要
・トレーラー、大型トラックが通行出来る道路
付けが必要
・設置場所により、機械運転時に発生する
振動、騒音、粉塵の対策が必要な場合があ
る。

56 2021/8/27 環テックス株式会社
可燃分離機（可燃と不燃を自動選
別）

土砂と瓦礫の分別 機械

可燃と不燃の混合物から、可燃物、不燃物を分別する機械。分別方法
は、ベルコンから運ばれてくる可燃・不燃の混合物に対し、熊手式の回転
ブラシで可燃物を搔き取り分別する方式。東日本大震災の津波で生した、
瓦礫混り土砂、原子力発電所奮発事故で発生した除染土砂の分別にお
いて評価が高く、多くの実績がある分別機械である。
・提供時期：整備完了品あり10日で納品可能
・時間当り土砂処理能力：約25t/h、機械仕様：移動式、設置標準工期：2
日
・オペレータ、メンテナンス者：派遣可能

応急対策
復旧復興

・機械の設置する10ｍ×4ｍの敷地が必要
・可燃物、不燃物を置くストックヤードが必要
・大型トラックが通行出来る道路付けが必要
・設置場所により、機械運転時に発生する
振動、騒音、粉塵の対策が必要な場合があ
る。
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57 2021/8/27 環テックス株式会社 高含水災害土砂用改質材 土砂と瓦礫の分別 資材

高含水災害土砂用改質材は、土壌から水分を減らし、次の工程で使用す
る機械による分別の効率を向上させる中性改質材である。主成分は、無
機鉱物粉に高分子給水性ポリマーを添加した複合化製品で、従来の改質
材で使用されている原料（石膏系、高分子ポリマー）がもつ欠点を、土壌
分離の分離精度に合わせて改良・設計したものである。

応急対策
復旧復興

改質材には結晶性シリカが含まれるため、
ばく露防止として防塵マスク等の保護具の
着用が必要。

58 2021/8/31 環テックス株式会社 災害混合瓦礫用　二軸粗破砕機 土砂と瓦礫の分別 機械

災害で発生した混合瓦礫をハイパワー（油圧：2×110kw）で効率よく破砕
する事ができる。破砕機には重機で投入し、破砕機内のカッティングﾃｰﾌﾞ
ﾙと回転刃により引きちぎるように破砕する。災害廃棄物の粗破砕に多く
の実績がある。双方向の破砕処理が可能（前後両刃）。材料が嚙み込み
やすい刃の形状をしている。軸は互いに独立して作動する（正反回転
可）。処理の難しいカーペットなど、あらゆる材料や混合材料を効率的に
処理できる。
・提供時期：整備期間2ヶ月
・時間当り処理能力：404t/h、機械仕様：移動可、設置標準工期：7日
・オペレーター・メンテナンス者：派遣可能

応急対策
復旧復興

59 2021/8/31 環テックス株式会社
ロールスクリーン（土砂を対象とした
形状粗分別）

土砂と瓦礫の分別 機械

ロールスクリーンはソロバン状に配列された多角形ディスクが回転し、機
械は振動することなく処理物はバウンドしながら均一に進みに、その結
果、投入した土砂塊は壊され、150ｍｍ以下と以上の物に分けられる。汎
用のロールスクリーンを単独で使用出来る土砂粗選別機に仕様を変更し
て活用する。産業廃棄物の中間処理プラントでの使用実績が多い機械で
ある。振動ふるいでふるえない物もふるうことができる。
・提供時期：整備完了品あり10日で納品可能
・時間当り土砂処理能力：約40t/h、機械仕様：移動式、設置標準工期：2
日
・オペレータ、メンテナンス者：派遣可能

応急対策
復旧復興

・分別機械のシステムを設置する7ｍ×4ｍ
の敷地が必要
・投入土砂、分別物を置くストックヤードが必
要
・トレーラー、大型トラックが通行出来る道路
付けが必要
・設置場所により、機械運転時に発生する
振動、騒音、粉塵の対策が必要な場合があ
る。

60 2021/8/31 環テックス株式会社
泥土含水率連続測定（RI法）及び固
化材自動添加設備

泥土化土砂の固化 機械

水分量により変わる泥土への固化材の適正量を自動で制御する装置で
ある。ベルトコンベアに泥土を投入し、重量計（ベルトスケール）、水分計
（RI法）のデータを基に制御盤（演算装置）にて固化材の必要量を算出す
る。そのデータを基に、固化材サイロの排出口にあるロータリーフィーダー
の回転数を制御し、投入泥土に必要な固化材を自動で必要量のみ添加
する。
・提供時期：整備期間4ヶ月
・時間当り処理能力：404t/h、機械仕様：移動可、設置標準工期：10日
・オペレーター・メンテナンス者：派遣可能

応急対策
復旧復興

61 2021/8/27 鹿島建設株式会社 『プラロード』および『敷鉄板マグ』
狭隘現場からの土砂搬出・運
搬

製品

軟弱で車両の走行が困難な箇所に、『プラロード』を設置することで路盤を
確保し、その上に『敷鉄板マグ』により敷鉄板を敷設することで、重機・資
材搬入ならびに土砂搬出のルートを簡易かつ早期に構築する。プラロード
の設置は人力のみ、敷鉄板の設置は重機のみで作業できることから、重
機と人との接触災害防止（人車分離）にも寄与する。また、いずれもリース
で手配が可能である。

応急対策

62 2021/8/27 鹿島建設株式会社
自走式ベルトコンベア（コマツ製　
BM2009C）を用いて土砂横持ち・搬
出・仮置き

狭隘現場からの土砂搬出・運
搬

機械

・自走可能なベルトコンベアで、ベルトコンベアは折畳み式のため組立や
解体が不要。使用したい箇所まで自走し直ちに土砂の横持ち、搬出、仮
置きが可能。
・ベルトコンベアの排出高さが最大７ｍあるため、約360m3の大容量の仮
置きが可能。走行は履帯式のため舗装されていない場所への移動も可
能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

63 2021/8/27 鹿島建設株式会社 SIトメタル（シトメタル） 残土処理 資材

重金属を含む土砂から重金属が溶け出さないようにする不溶化技術。不
溶化土の再利用先の際，pHや酸化還元電位（Eh）が変化した場合には重
金属が再溶出する可能性が高くなる。本製品の不溶化材「SI トメタル」は
材料配合を一から見直すことで環境条件の変化に強く，一般的な不溶化
材では基準超過する可能性の高い、pHがアルカリ性や酸性（酸化）になっ
た場合や、盛土の内部などでEhが低下（還元化）した場合でも安定した不
溶化効果が継続する。不溶化材に含まれる様々な成分毎に不溶化範囲
を詳しく特定して、最適な配合を検討する必要がる。材料は粉体であり，
土木工事で用いられる既存の混合機械なら何でも適用が可能。

復旧復興

・事前に室内試験により配合量を設計する
ことが望ましい。
・混合後の不溶化効果を確認するために、
施工時に現地で迅速簡易分析を行うことが
望ましい。
・既製品のパックテスト等で対応が可能。
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64 2021/8/27 鹿島建設株式会社 MAK(マク)フォーマー.20 残土処理 資材

MAKフォーマー.20は、土壌被膜を形成するポリ酢酸ビニル(PVAC)などの
安全な材料で配合した粉じん飛散防止材であり、土壌微生物による生分
解性と紫外線や降雨、強風などへの耐候性を有する環境に優しい材料で
ある。さらに、水生生物に対する安全性も備えているため、現場周辺環境
への影響を低減でる。また、散布直後から粉じん飛散防止効果が発現
し、散布翌日には土壌被膜が形成され、その効果は5カ月以上持続する。
施工の際には特別なプラントを組む必要はなく、既存の機材での作液・散
布が可能。
これらの特長を活かして、本材料を撤去・仮置きした土砂に散布すること
で強風時の粉じんの飛散を抑制できる。本材料は生分解性を有している
ため、その後の土砂搬出は一般残土として安全に搬出することができる。

応急対策
復旧復興

本材料の粉じん飛散防止効果を効果的に
発現させるためには、散布後1日の養生期
間が必要。そのため、散布に際しては、散布
当日および翌日の天気予報を確認し、雨天
を避ける必要がある。これまでに当社施工
の８現場で適用しているが、その他の課題
は無し。

65 2021/8/27 鹿島建設株式会社
１段デッキ式の小型自走式スクリー
ン（日立建機製　VR４０８）を用いて
土砂とガレキを２分別

土砂と瓦礫の分別 機械

・機械質量9,000kgとコンパクトな機体のため10tセルフトラックでの輸送が
できる
・1段振動スクリーンにより土砂とガレキの2種類の分別が可能（分別した
いサイズに応じてスクリーン網を準備）。分別された土砂とガレキは２つの
排出用コンベア（排出高さ約３ｍ）にて仮置き可能。
・ホッパサイズは、幅1,200mm、長さ2,400mmと大型のため油圧ショベルか
ら土砂の直接投入が可能
・取り扱い説明後は、オペレータ常駐不要だが分別運転作業内容によっ
てはオペレータ要

緊急対応
応急対策
復旧復興

66 2021/8/27 鹿島建設株式会社
2段デッキ式の自走式スクリーン（日
立建機製　VR512）を用いて土砂と
ガレキを３種類に分別

土砂と瓦礫の分別 機械

・機械質量20,000kgの機体に２段デッキの振動スクリーンを搭載
・トップデッキ：75～100mm幅のグリズリ型振動スクリーンを採用
・ボトムデッキ：標準は40mmのメッシュ型振動スクリーンを採用
・オーバー材、ミドル材、ボトム材の3種類の分別が可能。強力な加振力に
より、混合廃棄物などさまざまな材料を効率よく選別可能。
・取り扱い説明後は、オペレータ常駐不要だが分別運転作業内容によっ
てはオペレータ要

緊急対応
応急対策
復旧復興

67 2021/8/27 鹿島建設株式会社
水害廃棄物分別補助材　「泥
LIGHT」

土砂と瓦礫の分別 資材

「泥LIGHT」は、材料の90％以上が吸水性を有する天然鉱物あるいは食
品添加物にも使用されている無機材料であり、その他高分子材料などを
配合した無機吸水系の土質改良材である。複数の材料の複合的な働き
により、土粒子周囲の自由水が急速に捕捉され、土粒子間の付着力が低
下し、土粒子の小団粒化が促進される。水和反応等がなく、養生時間は
ほぼ不要。改質後の土壌のpHは中性域に保持されるため、重金属等の
溶出が促進されず、有害ガスが発生しない。さらに、泥LIGHT改質土は転
圧することによって締固め性能が向上し、埋立処分場内の埋立盛土など
として活用可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・材料の荷姿は、バラ、フレコンパックのいず
れでも提供可能。
・材料は粉体であり、混合時には一般的な
改良材と同様に粉塵が発生する。
・基本的に受注品のため、調査・設計条件
の整理や施工規模によって納期が前後す
る。

68 2021/8/27 鹿島建設株式会社
河川流水の切り回しにコンクリート
キャンバスを使用

河川流水の切り回し 資材

コンクリートキャンバス(CC)はコンクリートとキャンバス（布地）の複合素材
で、仮設水路の保護材等に活用可能。硬化する前は柔軟性に優れ、水
（海水でも可）を散布するだけで硬化する、薄く、高耐久で水密性が高いと
いった特長がある。

応急対策
復旧復興

1週間以内対応可能としたが、他の災害復
旧でも使用されるため、在庫状況により変
動する。

69 2021/8/27 鹿島建設株式会社 360°カメラ画像共有システム
工事関係者の情報共有・調
整

システム

360°カメラで撮影した画像をクラウドサービスを介して、関係者で共有で
きるシステム。現地での撮影は一人で実施でき、PCやスマートフォン、タ
ブレット等の端末から360°画像を自由視点で閲覧可能である。撮影位置
も記録されており、時系列に画像を比較することも可能。市販の360°カメ
ラ、スマートフォン、インターネット通信環境が必要。

緊急対応
応急対策
復旧復興

360°カメラ画像共有システムは現在、
HoloBuilder, Inc.（製品名:HoloBuilder）、
StructionSite, Inc.（製品名:StructionSite）、
株式会社リコー（製品名:RICOH360 
Projects）の3社が提供している。

70 2021/8/27 鹿島建設株式会社 小型自律飛行ドローン
工事関係者の情報共有・調
整

機械

ビジュアルSLAM技術よる誰でも操縦可能な小型の自律飛行ドローン。
4Kカメラ、360°カメラを有し、障害物検知しながら、屋内飛行、高速飛行
が可能で、点群データ取得も可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

71 2021/8/27 マルティスープ株式会社 フィールド業務管理クラウド『iField』
工事関係者の情報共有・調
整

システム

フィールド業務管理クラウド『iField』は、スマートフォン等のGPS機能を用
いて、管理者と現場スタッフ、あるいは現場スタッフ同士をつなぎ、物理的
に離れた距離で働くチームの効率化を推進するクラウドサービスである。
機能としては、動態管理、作業指示、報告書管理が搭載されおり、いずれ
も、地図上で管理を行う事ができる。東日本大震災、熊本地震で導入実
績がある。

緊急対応
応急対策
復旧復興

スマートフォンはiOS/Androidに対応。クラウ
ドへのデータ送信、Google Mapsをアプリ上
で表示するため、ネットワーク環境が必要。

72 2021/8/30
相模コンベヤー工業株式会
社

短時間で設置・移設が可能なベルト
コンベヤー

狭隘現場からの土砂搬出・運
搬

機械

重機等を使用せずに1日で機長50mの設置が可能。アルミ製であり、通常
のコンベヤーよりも運搬・設置が容易である。フレームごとに角度調整機
能が設けられているので、障害物がある箇所のみ変角しクリアすることが
可能。カーブ設置も対応可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

上り勾配で使用の場合は、概ね角度が20°
が限界。稼働に発電機200Vが必要。1基で
機長50m位まで。重機にてコンベヤー投入
する場合は投入ホッパーの政策が必要。
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73 2021/8/30
株式会社熊谷組　名古屋支
店

土砂・瓦礫等混合土の移動式選別
機

土砂と瓦礫の分別 機械

３種選別機械（名称：ウォーリア）により、土砂と瓦礫等が混在する材料
を、土砂と大塊廃棄物およびそれ以外に選別し、その後の処理作業を容
易にすることが可能。選別後の土砂は再利用可能。対象材料に対し、10
㎜～100㎜程度の大きさまでの選別を選択可能。手選別ラインコンベア
（追加設置）により、不燃物および可燃物の仕分けも同時に実施すること
が可能。自走式のため現場付近にも設置でき効率的な選別が可能。（東
日本大震災の被災地における選別処理業務にも使用）

応急対策
復旧復興

選別対象の瓦礫・土砂混合土が高含水土
の場合は、自然乾燥または生石灰による含
水比調整が必要。

74 2021/8/30
株式会社熊谷組　名古屋支
店

ネッコチップ工法 その他 工法

ネッコチップ工法は、伐採木・被災木（倒木・流木など）を粉砕した生のチッ
プ材と現地発生土（森林表土や崩積土など）を生育基盤の材料としてリサ
イクルする緑化工法である。チップ材は生のまま10cm程度の大きなもの
でも使用できる。崩積土などを分級し異物を除いた残土（５ｃｍ以下、粘土
分を含む）も使用できる。また、被災地の復興後の植生においても森林表
土を使用することにより、在来植生の復元も効果がある。高所多段法面
や狭隘地での施工は、ネッコチップ工法のポンプ圧送方式で施工する。 

復旧復興

プラントには機械操作のためのオペレー
ター、緑化対象法面にはノズルマンの配置
が必要。
（旧）NETIS 登録　CB-980067-VE

75 2021/8/30
株式会社熊谷組　名古屋支
店

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

狭隘現場からの土砂搬出・運
搬

システム

一般土木工事の土砂運搬作業において、オペレータの負担軽減と安全
性、生産性向上を目的に開発した技術である。建設機械の教示運転に基
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
わせた技術であり、これにより2台以上の車両のスムーズな運航とオペ
レータの省人化ができる。バックホウ1台と複数台の不整地運搬車の運行
を想定した時、AI制御により1名のオペレータでの作業が可能である。当
技術は、阿蘇大橋地区斜面防災対策工事の現場で実施工に導入した経
験がある。

緊急対応
応急対策
復旧復興

76 2021/8/30 朝日エティック株式会社

IoTによる屋外広告物安全管理サー
ビスSignit(サイニット)を活用した屋
外構造物の状態推移監視、二次災
害防止サービス

工事関係者の情報共有・調
整

システム

傾斜や振動等の状態推移の監視が可能な電池駆動の高精度なセンサ
ボックスを、被災後の住宅等の屋外構造物に設置することで、状態監視
や予知保全が可能なセンシングシステム。また、現地の杭や構造物に設
置して現地盤を常態監視することで、作業員の安全確保に役立てること
が可能。当該センサボックスは、通信キャリアに低消費電力で高ダイバシ
ティ、且つ低ランニングコストなSigfoxを用いており、同一地区に多数個の
設置が可能である。また、電池駆動で最長10年以上連続稼働が可能であ
り、設置後は現地にオペレータを常駐させる必要がなく、センシング情報
を自動的にネットワーク経由で即時配信する機能を有する。

応急対策
復旧復興

現地の通信可否の事前確認が必要。

77 2021/8/30
日特建設株式会社　名古屋
支店

EGNアンカー工法 その他 工法

EGNアンカー工法は、主に低強度の盛土地盤を対象とする地山補強土工
法である。加圧注入による定着材拡張と加圧脱水効果で大きな引き抜き
抵抗力を発揮させることで、従来の鉄筋挿入工と比較して、砂質土地盤で
２倍以上、粘性土地盤で1.5倍以上の引き抜き抵抗力を示す。１本の補強
材が大きな引き抜き抵抗力を発揮することで、従来工法に比べて、打設
本数の削減や補強材長を短尺化することが可能となり、工期短縮を図る
ことができる。EGNアンカー工法の施工にはボーリングマシンを使用する
ため、マシンオペレーターが必要となる。

復旧復興

開発直後の工法であるため施工事例が少
なく、詳細の仕様について変更が発生する
可能性がある。

78 2021/8/30
日特建設株式会社　名古屋
支店

吹付受圧板工法 「FSCパネル工
法」

その他 工法

吹付受圧板工法工法は、老朽化した吹付法面をはつり取ることなく、繊維
補強モルタル吹付により吹付材表面の被覆を図り、吹付受圧板（FSCパ
ネル）と地山補強工を組み合わせて法面を補強する工法である。吹付作
業で受圧板を構築するため、背面との密着性が良く不陸調整が不要であ
り、受圧板の鉄筋や固定金具等も非常に軽量であるため、法面上に設置
する作業は容易である。作業は、熟練した吹付ノズルマンによる作業が必
要となる。

応急対策
復旧復興

79 2021/8/30
日特建設株式会社　名古屋
支店

Nマット工法 狭隘な現場での施工 製品

Nマット工法は、切土・盛土法面の表面浸食防止を兼ねた緑化工法であ
り、使用する養生マット（Nn）は、種子、肥料、土壌改良材を内蔵している。
ウェブと呼ばれる不織布の働きにより、降雨、融雪、凍上等による侵食を
防止する。製品は工場で生産された規格品であり、品質の安定と工期の
短縮ができ、現場での施工、品質管理が簡単である。

応急対策
復旧復興

対象法面の勾配が急である場合は、法面工
による作業が必要となる。

80 2021/8/30
日特建設株式会社　名古屋
支店

超小型二重管削孔機 「SSB削孔
機」

狭隘な現場での施工 機械

SSBは、国内最小級の超小型二重管削孔機である。1.5m の施工幅で最
大φ216mm の二重管削孔が可能で、これまで施工が困難であった狭隘
な場所でも使用できる。鉄道や道路工事等での狭隘な作業スペースしか
確保できない場所、山岳地域などで揚重設備が使用不可な場所、住宅地
が近接する急傾斜地などにおいて、鉄筋挿入工などの削孔機械として利
用することができる。機械は最大で130kg程度の重量までに分割が可能
で、従来の削孔機械よりも現場への搬入出が容易となる。施工に際して
は、機械の操作方法、特徴などを理解したオペレーターが必要である。

応急対策
復旧復興

硬質な岩盤層の削孔は不可能であるため、
グラウンドアンカー工法のへの適用は困難
である。また削孔能率は従来の削孔機械よ
りも劣るため、工期は長くなる。
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81 2021/8/30
日特建設株式会社　名古屋
支店

TAMPOバリア 施工期間の短縮 工法

TAMPOバリア（土石流工事安全対策工）は土石流発生の危険が予測され
る場所において、長期間の工事（砂防堰堤等）が施工される場合、仮設安
全対策工としてその上流に設置することで、一時的に土石流を止めて、工
事現場への土石流到達を遅らせ時間稼ぎをする工法である。TAMPOバリ
アの構造は、土石流・流木等の衝撃が作用した時の各部材が変形し衝撃
を和らげ、最終的には地盤に打ち込まれたアンカーが反力となって土石
流・流木等を止める。

応急対策

砂防堰堤等の工事現場からの距離や予測
される土石流の規模、退避必要時間から柵
の必要容量が決定される。

82 2021/8/30
日特建設株式会社　名古屋
支店

クモの巣ネット工法 施工期間の短縮 工法

クモの巣ネット工法は、防食加工した高強度なネットとクモ用プレート及び
補強材等の組み合わせで比較的小荷重のすべり力を抑止する脱コンク
リート法面保護工法である。防食加工した高強度なネットを法面全体に被
せるように張り、そこにクモ用プレート及び補強材等を組合せた法面保護
工法で、崩壊土塊の中抜けの心配はない。コンクリート構造物を一切使
用せず、法面全体に緑化工等が併用できる。また、法面上での鉄筋の組
立やコンクリートの打設等が不要なため、施工管理が容易でしかも工期も
短縮できコスト縮減になる。施工は法面上での作業に熟練した法面工に
よる作業が必要となる。

復旧復興

83 2021/8/30
日特建設株式会社　名古屋
支店

吹付法面の省力化技術 「スロープ
セイバー」

施工期間の短縮 工法

スロープセイバーは、吹付アタッチメントをバックホウアームの先端に取り
付けたモルタル吹付技術であり、従来の人力による吹付作業と比較して
大幅な工期短縮と省人化が期待できる工法である。施工は、大容量のコ
ンクリートポンプを使用することで、従来の人力施工に比べて3～5倍の吹
付施工能力を確保しており、大幅な工期短縮を実現できる。また機械化と
ICTを用いた集中操作で、作業人員の省力化を図ることも可能である。吹
付作業には、バックホーのオペレーターが必要となる。

復旧復興

一部、開発・改良中の技術も含んでいるた
め、今後、技術内容が変更される場合があ
る。

84 2021/8/30
日特建設株式会社　名古屋
支店

ネッコチップ工法 （ポンプ圧送方
式）

その他 工法

ネッコチップ工法は、伐採木や流木を粉砕した生のチップ材と現地発生表
土を生育基盤の材料としてリサイクルするとともに、現地発生表土に含ま
れる種子や根茎により、在来植生を復元し、生態系の保全と植生の多様
化を可能にした緑化工法である。現場で発生する伐採材などを針状に粉
砕処理したチップ材と現地発生表土を混合するが、チップ材は生のまま
10cm程度の大きなものでも使用できる。表土を混合した現地発生土は植
生に適した土壌となり、在来植生の復元に大きく貢献し、長期的に劣化し
ない安定した生育基盤を造成できる。生育基材プラントには機械操作の
オペレーター、吹付作業には熟練したノズルマンの配置が必要となる。

復旧復興

伐採木をチップ化する作業や現地発生土を
確保・運搬する作業が別途必要となる。

85 2021/8/30
日特建設株式会社　名古屋
支店

吹付法枠工の省力化技術 「ラクデ
ショット工法」

施工期間の短縮 工法

ラクデショット工法は、ICTを活用した建設機械で吹付枠工を施工し、法面
上での人力作業を大幅に低減した工法である。吹付材料に高張力2段
フック付鋼繊維を添加することでモルタルを高強度化することに成功し、
法枠の鉄筋を不要とすることができた。吹付作業は、3Dマシンコントルー
ルバックホウを使用して、法面との離隔を一定に保ちながら自動往復スラ
イドノズルを移動させることで法枠を構築することができる。吹付作業に
は、バックホーのオペレーターが必要となる。

復旧復興

バックホーのアームが届く平滑な切土法面
に対して有効であるが、凹凸の激しい自然
斜面にに対しては適用できない。

86 2021/8/30
日特建設株式会社　名古屋
支店

山留め式擁壁 「親杭パネル壁工
法」

施工期間の短縮 工法

本工法は、親杭とコンクリートパネルとを一体化した薄肉壁体で、景観を
配慮した山留め壁擁壁や遮音壁等に使用する。コンクリートパネルは控
え工の支圧板としての強度と構造を備え、背面土圧の大きさによってグラ
ウンドアンカーやタイロットとの併用が可能。とくに急峻地形を通る道路の
拡幅や路肩決壊の復旧工事において、切土・掘削量を少なくできることか
ら、新たな仮設土留めが必要なく、工期の短縮、工事期間の道路使用制
限の緩和に有効である。また、自然環境の保護や残土発生の抑制に役
立つ。

復旧復興

親杭の地中に打設する足場やコンクリート
パネルを搬入できる道路、クレーン等が設
置できるスペースが必要である。

87 2021/8/30 Tavern株式会社
無料グループ通話録音共有サービ
ス「Tavern」

工事関係者の情報共有・調
整

システム

最大6名のグループ通話ができる。話者以外は何名でもオーディエンスと
してリアルタイムで通話内容を聞くことができる。グループ通話の内容は
自動で即時録音される。一人で録音することも可能。録音は即時工事関
係者全体またはチーム全体に共有でき、グループ通話参加者以外の人も
内容を後から確認することができる。利用に際して料金はかからない。
データは公開鍵暗号方式により盗聴などの対策がされ安全にやりとりさ
れる。グループ通話と録音の内容はプライベートモードにすることで関係
者のみ確認することができる。

緊急対応
応急対策
復旧復興

iOSのみ対応している。映像は対応していな
い。

88 2021/8/30 株式会社新光重機土木
災害廃棄物を含んだ土砂の分別・
適正処理システムの構築

土砂と瓦礫の分別 工法

基礎工事を必要とする大掛かりなプラントの設置が不要で、移動式の改
良機(コマツBZ210)・選別機(日立VR512)を用いて可能な限りのリサイクル
を行い、災害廃棄物を県内の管理型最終処分場・安定型処分場・中間処
理施設などに適正に運搬処理を行う。現在協力可能なスキームにて設備
の選定、処分場、積算、工期、レイアウトなども計画済で即対応可能。

応急対策
復旧復興

災害廃棄物処理については、関係市町村と
の協議が必要。
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89 2021/8/30 前田工繊株式会社
耐候性大型土のうを用いた「リライ
ビング工法」

施工期間の短縮 工法

応急復旧で積上げた耐候性大型土のうを撤去しない（残置した状態）で本
復旧へと移行でき、安定した状態で早期の復旧が図れる工法。大規模土
砂崩壊の復旧に効果的。本設構造物に適用できる。排水性能に優れる。
交通機能を確保した状態で復旧可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

（一財）土木研究センター　「耐候性大型土
のう積層工法」設計・施工マニュアル　耐土
性証：第1310号，第1602号
（一財）土木研究センター技術審査証明報
告書取得 建技審証 第0804号　アデム

90 2021/8/30 前田工繊株式会社
ラブルネット積層工法「BUウォール
工法」

狭隘な現場での施工 工法

砕石などの中詰め材を充填した袋体を積層し、仮設の土留め構造物や路
体構造物を構築する工法。従来、仮設工に使用されていた大型土のうに
比べ、適用範囲が広い。地盤条件に関わらず施工可能。バックホウでの
施工が可能（2tタイプ以下）なので、吊り制限がある現場にも対応可能。
施工性に優れており、応急的な災害工事に適した工法である。

緊急対応
応急対策
復旧復興

NETIS登録番号：KT-170101-A
静岡県新技術・新工法　登録番号：1649
（一財）土木研究センター　「ラブルネット積
層工法」設計・施工マニュアル　性能証明書　
ラ袋性証：第1506号，第1507号
（一財）土木研究センター技術審査証明報
告書取得 建技審証 第0109号

91 2021/8/30 前田工繊株式会社 繊維製かごマット「FIT-CUBE」 施工期間の短縮 資材

本技術は、剛性のある化学繊維を用いた護岸・護床用のかごマットで、従
来は、一般的な鉄線かご（鋼材）で対応されていた。本技術の活用によ
り、軽量な繊維性でも吊り上げによる変形が生じ難く、合理的なクレーン
による吊り込み施工が可能となるため、施工性及び経済性の向上を図る
ことができる。ふとん籠と同様に仮設堰堤等にも適用も可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

NETIS登録番号：KT-200111-A

92 2021/8/30 前田工繊株式会社 耐候性大型土のう「ツートンバッグ」 河川流水の切り回し 資材

ツートンバッグは、“「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル”
の要求性能条件をすべて満たした製品である。河川・道路などの緊急を
要する災害復旧時に耐久性を発揮する。紫外線劣化に対する耐久性に
優れ、長期間設置後でも移動・転用が出来る。土砂運搬用の袋材、仮設
土留め工、仮締切工などの多用途使用が可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

（一財）土木研究センター 「耐候性大型土の
う積層工法」設計・施工マニュアル　性能証
明取得品　耐土性証　第1602号，第1310号

93 2021/8/30 前田工繊株式会社
袋詰脱水処理工法「ガーディアン
バッグ（エコチューブ）」

泥土化土砂の撤去 工法

袋詰脱水処理工法とは、河川・湖沼に堆積している高含水比粘性土等を
透水性の袋（ジオテキスタイル製）に充填し、脱水・減容化する。袋体は、
袋の張力を利用して積み重ね、盛土や埋土として有効利用できる工法で
ある。袋のろ過機能により土粒子等に吸着している環境汚染物質を袋内
に封じ込め可能。また、袋材の大きさは任意に設定可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

94 2021/8/30 前田工繊株式会社 土壌流出防止材「ガードレイン」 その他 資材

ガードレインは、雨滴による衝撃を緩和しながら土壌流出を防止する資
材。ガードレインのポリエステルを主体とした不織布は、雨水の一部を内
部に閉じ込め、接地面に流れの遅い層をつくるとともに、過剰な雨水は不
織布上を流下させ、土壌の流出を防止する。また、雨水による溶解が起こ
らないため、施工直後から長期間にわたり、その効果を持続させる。

緊急対応
応急対策
復旧復興

NETIS登録番号：CB-150003-VR
静岡県新技術・新工法　登録番号：1649

95 2021/8/30 JFE建材株式会社 小規模渓流対策工　JDフェンス 狭隘な現場での施工 資材

従来の砂防堰堤の建設が難しく、また、下流に十分な断面を有する流路
が準備できないような箇所において、土石流・流木を捕捉する目的で設置
する鋼製透過型土石流・流木捕捉工。土砂及び流木を捕捉する面の部材
間隔は20㎝にしているので、不透過型砂防堰堤と同等の捕捉性能を有
し、透過構造であるため流木を確実に捕捉できる。土石流・流木の捕捉面
は横材（鋼管）を密に配置し、捕捉面を支える柱材に礫が直撃しない構造
としているため、柱材にH形鋼を採用することで、従来の鋼製透過型砂防
堰堤と比べて、施工性、経済性が向上した合理的な構造である。

応急対策
復旧復興

・設計：１週間～2週間、製造：3ケ月程度
・部材は施工現場までトラックによる搬入が
必要
・施工機械としてクレーンが必要
・建設技術審査証明（砂防技術）取得：
2018.10.12）

96 2021/8/30 JFE建材株式会社 応急土石流ガード 施工期間の短縮 資材

鋼製保護枠（ＫＳパッケージ）の内部に、大型土のうを投入し、Ｕリング（連
結部材）にて鋼製保護枠同士を一体化した構造。恒久対策が完了するま
での2次被害を抑制する。大型土のうを中詰めに使用し、発生土砂を有効
活用できる。施工が簡単で短期間で設置が可能。撤去が容易で部材の再
利用が可能。2021年6月に広島に設置され、7月、8月の豪雨でも大きな変
形はなく、流木の捕捉等、一定の効果を発揮している。

応急対策

在庫商品のため短納期対応可能。

97 2021/8/30 JFE建材株式会社 鋼製続枠 施工期間の短縮 資材

鋼製続枠は、角形鋼管や形鋼で形成された枠組の構造で、中詰材に栗
石や砂礫の現地発生土を使用した鋼製の重力式構造物である。各部材
は工場で製作し、現場で組立てて枠組を作り、中詰材を充填する。部材は
軽量で現地における運搬が容易である。主構造の柱は、角形鋼管同士の
接合部は回転性能があるため、不等沈下に対応できる。現地での組立は
ボルト接合のみで、コンクリート工が不要である。中詰材に栗石等を使用
することで、優れた透水性により、地下水上昇を軽減し斜面の安定性を確
保する。用途としては、地すべり対策の擁壁、堰堤、土木構造物の地下水
排水工として、全国で実績がある。

応急対策
復旧復興

受注生産品で、検討する規模により納期が
異なる。
設計：１週間～３週間
製造：２か月程度
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98 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

イーグルアイⅡ 狭隘な現場での施工 機械

「イーグルアイⅡ」は検知対象の人物までの距離を測定し、設定した危険
領域に応じて電気信号を出力するＡＩカメラである。接点信号を使用し、パ
トライトなど光や音で知らせる安全装置として使用できる。

緊急対応
応急対策
復旧復興

様々な建設機械に設置可能

99 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

くるっとダンプ（転車台付３ｔダンプ）
狭隘現場からの土砂搬出・運
搬

機械

「くるっとダンプ」は狭いスペースで楽に方向転換が可能な転車台付のダ
ンプである。狭い道路などＵターンが出来ない場所でも転車台を使用する
事で方向転換が可能になる。

緊急対応
応急対策
復旧復興

取り扱い車種は３ｔ３転ダンプ

100 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

バケットクラッシャ「ガラバスタ」 土砂と瓦礫の分別 機械

「バケットクラッシャ・ガラバスタ」はバケットに本格的なジョークラッシャが
内蔵されており、１台で油圧ショベル、自走式クラッシャ、ホイールロー
ダーの３役をこなす。またバケットクラッシャは「逆転スタート」が可能で異
物のかみ込みや目詰まり停止が解消される。それにより無駄な放出作業
が無くなり連続破砕が可能。またクラッシャの隙間調整（20～120ｍｍ）を
10分程度でセットでき、仕様によっては自走式クラッシャと同じレベルの処
理能力を発揮する。

緊急対応
応急対策
復旧復興

取り扱い機種は0.45～0.7ＢＨ用

101 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

フォーエス（４Ｓ）バックホー 狭隘な現場での施工 機械

「フォーエスバックホー」は「SAFETY」・「STOP」・「SIGNAL」・「SENSOR」を
キーワードに２段階の検知が可能な安全対策用の新システム。バック
ホーと接触する可能性の低い少し離れたエリアでは作業員が身に着けた
タグで警報と振動で知らせ、同時にオペレーターには警報と積層灯で通
知する。さらにバックホーと接触する可能性の高い近いエリアでは作業員
がエリア内に入ると重機が停止する仕組み。

緊急対応
応急対策
復旧復興

設置可能なバックホーは0.25ｍ3以上の大き
さ

102 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

ミニローダー　ＣＯＲＭＩＤＩ８５
狭隘現場からの土砂搬出・運
搬

機械

「ミニローダーＣＯＲＭＩＤ８５」は自ら土砂を積み込み運搬が可能な小型の
クローラダンプである。車体幅835ｍｍと非常にコンパクトであるが、積載
能力800ｋｇと操作性も兼ね備えている。

緊急対応
応急対策
復旧復興

103 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

仮設排水設備・仮設発電設備 河川流水の切り回し 機械

河川の切り回し時に必要となる水中ポンプや発電機など当社が取り扱い
をしている各種レンタル商品にて対応が可能。水中ポンプに関しては大型
の大水量ポンプや高揚程ポンプなど幅広い機種から選定が可能で現場
条件に合わせて当社で仮設排水計画の立案も可能。発電機や配管材も
一括で手配が出来るとともにマイコン自動制御の特殊な水中ポンプなども
取り揃えている。

緊急対応
応急対策
復旧復興

104 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

可搬式ガラ処理機「ジョークラッ
シャー・EPA９５５B2」

土砂と瓦礫の分別 機械

可搬式ガラ処理機「ジョークラッシャー・EPA９５５B2」は次世代型多機能ク
ラッシャーで高メンテナンス性と低燃費を実現。破砕機はエンジンとダイレ
クト駆動であり圧倒的な破砕能力を発揮する。頑丈な投入ホッパはメイン
フレームと一体構造になっているのでホッパのセットは不要。

緊急対応
応急対策
復旧復興

105 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

回転型ふるい機「サイレントアミダ
ス」

土砂と瓦礫の分別 機械

「回転型ふるい機・サイレントアミダス」はバケット型のふるい機で様々な
現場で様々な混合物の選別処理に威力を発揮する。筒形の網バケットの
回転により混合物を素早く選別・ふるい分けする。また回転式の為低振
動・低騒音で静かにふるい作業が行える。土木・解体工事現場での建設
廃材と土砂のふるい分け、採石・砂利の採取現場で採石と発生残土のふ
るい分けなど様々な用途で使用が可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

取り扱い機種は0.45～0.7ＢＨ用

106 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

強力吸引作業車「バキュームコレク
ター」スーパーモービル

泥土化土砂の撤去 機械

「強力吸引作業車・バキュームコレクター」は強力な空気の流れと真空力
であらゆるものを吸引し大量に運搬出来まる。ホースで吸い込んだ吸引
物をレシーバータンクで重力沈降分離し、エアークリーニングユニットでは
空気とミクロンダストを湿式クリーニングする為排気はクリーンに浄化され
る。汚泥の大量吸引、長距離吸引、高揚程吸引など災害復旧作業におい
ても幅広く活用可能。

緊急対応
応急対策

107 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

傾斜管理クラウドシステム「OKIPPA
１０４」

工事関係者の情報共有・調
整

システム

「傾斜管理クラウドシステム・OKIPPA１０４」はセンサボックスだけですぐに
始められる傾斜監視クラウドシステム。監視したい場所に設置しスイッチ
をONするだけですぐに監視・管理がスタートする。目視点検が困難な場
所、災害時の河川や斜面、寸断された道路などで活用できる。LPWA（省
電力広域無線通信Sigfox）によりスマホやパソコンで計測データを確認で
きる。また設置対象に応じてメールでアラートを通知する事が可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

108 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

次世代型高性能バケット型スクリー
ン

土砂と瓦礫の分別 機械

「次世代型高性能バケット型スクリーン」は従来のスケルトンバケットと違
いアーム操作による首振りふるい作業が不要の為、振動が少なくオペ
レーターの負担を大幅に軽減する。スクリーン（網）自体がバケット内で上
下に交差運動する為、静寂性に優れ建設機械への負担も少ない。ふるい
作業時の飛散が少なくダンプ荷台上での直接ふるい作業も可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

取り扱い機種は0.7ＢＨ用
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109 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

自走式土質改良機「SR-２０００」 泥土化土砂の固化 機械

自走式土質改良機「SR-２０００」は定置式プラント並みの処理量で低コス
トで高品質な土質リサイクルが可能。粘性土・高含水比土質に好適で高
い混合率であらゆる性状の土質も改良可能。クラス最大の処理量で処理
能力は４０～１３５ｍ３／ｈを誇る。

応急対策
復旧復興

110 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

多目的モバイルポンプユニット
「BETSY]

河川流水の切り回し 機械

多目的モバイルポンプユニット「BETSY」は一般的な水中ポンプと違い吸
込・吐出ホースの設置のみで即運転可能な排水用ポンプである。発電機
などの別電源も不要で可搬式なコンパクトサイズである為運搬が容易で
ありすばやく現場に急行できる。トラックなどに積載したまま少人数で設
置・運転が可能。

緊急対応

111 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

大型土のう作成補助器具「トンサ
ポ」

残土処理 機械

大型土のう作成補助器具「トンサポ」は従来の枠組みを使用しての作業と
比較して設置や取り外しが容易で作業者が重機に近づく危険作業もなく
なる。作業効率も大幅にアップする為従来工法と比較して作成日数は
60％削減、人件費も40％削減が可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

112 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

大型土のう製作器具「瞬作」 残土処理 機械

大型土のう製作器具「瞬作」は従来の枠組みを使用しての作業と比較して
フレコンへの土砂の投入作業や移動が楽に出来るようになり大型土のう
の製作効率が大幅に改善される。

緊急対応
応急対策
復旧復興

113 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

泥土の高圧洗浄時に発生する濁水
処理及び泥土回収ならびに洗浄水
への再利用

泥土化土砂の撤去 工法

泥状化した土砂の掘削作業において重機の使用が出来ない狭小部分で
の土砂排出では高圧洗浄などによる作業が予想される。その際に発生し
た濁水を収集し、ミニバキューマー「アクアミニ」を用いて濁水処理により
固液分離を行い泥土回収をする。濁水処理後の処理水は、再度高圧洗
浄などに利用する事ができる。

緊急対応
応急対策

規模は水の使用量により都度見直す必要
がある。

114 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

泥濃真空発生装置（泥濃バキュー
ム）

泥土化土砂の撤去 機械

「泥濃真空発生装置・泥濃バキューム」は強力なパワーを発揮する吸引
力で長距離吸引を可能にしたシステムである。推進・シールド工法等の地
下工事で土砂レキ等を強力な空気の流れにのせて長距離搬出を可能に
するとともに、間断なく搬出作業が行える。

緊急対応
応急対策
復旧復興

115 2021/8/30
株式会社アクティオ　静岡支
店

無機質系中性土壌固化剤による土
壌の固化及び油分・重金属等の不
溶出処理

泥土化土砂の固化 資材

中性固化剤“マッドコート”は泥土化土砂の固化及び土壌に含まれる油
分・重金属の不溶出処理に効果がある。残土仮置き場において雨水によ
る濁質等の溶出や拡散を防ぐことが可能。また添加量が従来製品より少
ない為、容積増加も低減され場外搬出時の運送コストの低減も図れる。

緊急対応
応急対策

116 2021/8/30 多機能フィルター株式会社 養生マット・多機能フィルター その他 資材

従来の植生工よりも優れた法面保護資材で施工直後から豪雨に対する
侵食防止効果を発揮できる工法。植生の有無が選択でき仮設法面から本
設法面に幅広く適用できる。資材も軽量で施工性に優れている。施工直
後から法面保護が行えるため施工時期、施工場所、土質の制限が無い。

応急対策
復旧復興

・表面保護工の為、安定勾配並びに落石対
策に懸念が生じる場合は抑止工との併用を
行う（アンカー工等）。
・静岡県新技術・新工法登録番号：1222
・NETIS番号：旧CG-980018-VE（現在は掲
載終了）

117 2021/8/30 テクニカ合同株式会社 一剤型中性固化材　プラムロック 泥土化土砂の固化 資材

一剤型中性固化剤“プラムロック”は高含水汚泥や有機物を多く含む汚泥
について、従来の固化剤に比べ添加量を抑制し、高強度の造粒物を短時
間で形成する。改質後は雨水や運搬の振動で再泥化することがない。作
業性向上のため、バックホウでの現地撹拌も可能であり、中性であるため
再利用可能な土砂が生成できる。

応急対策
復旧復興

・各土質に合わせた製品の型番があり、事
前の試験を推奨
・荷姿：20㎏袋、1ｔフレコン袋

118 2021/8/30 テクニカ合同株式会社
液体型掘削土砂改良剤　TGロック-
L

泥土化土砂の固化 資材

TGロック‐Lは液体高分子系固化材であり、少量添加のうえ短時間による
改良を可能とし、改良後土砂の PH に影響を与えないため環境循環型の
泥土固化処理をすることが可能。液体であることにより低添加量で固化処
理が可能となり、粉塵による塵肺問題などを引き起こす影響がない。液体
添加装置を用い作業を簡易化できる。無機系固化材と比べ改質時間が短
いため仮置きスペースが不要で処分場まで直送できる。改質後は雨水や
運搬の振動で再泥化することがない。

応急対策
復旧復興

・外観：淡黄色液体
・比重：1.0～1.1
・荷姿：18㎏/缶、1㎥コンテナ・ローリー車搬
入

119 2021/8/30 テクニカ合同株式会社 重金属不溶化剤スラリー　TP-S 残土処理 資材

「重金属不溶化剤スラリーTP-S」はアルミニウム置換アカガネアイトを主
成分とするスラリー状重金属不溶化材である。砒素、フッ素、クロム、シア
ン、水銀、鉛等の重金属に対し、高い効果を発揮する。重金属の不溶化
のみならず、異臭の原因である硫化水素にも効果を発揮。製品の性状が
スラリー状で、土砂に対しても分散性がよく、低添加量(従来の粉末より
1/2～1/3）で効果を発揮。

応急対策
復旧復興

・事前配合試験により添加量を決定。
・納入荷姿は、1ｔコンテナで納入する。
・撹拌の際は、ミキシングバケットや撹拌混
合機が望ましい。
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120 2021/8/30 テクニカ合同株式会社 土砂付着防止剤　マッドスベールL 泥土化土砂の撤去 資材

ダンプでの土砂搬送で、ダンプ荷台から土砂を落とす際、荷台への土砂
付着を防止する環境対応型薬剤であり、少量添加にて十分な効果を発揮
する。液体の為、粉塵が発生せず、作業性に優れ、使用の際に液体添加
装置を用いるため、作業効率が向上する。ダンプ荷台に土砂を積載する
前に添加するだけで使用が可能。

応急対策
復旧復興

・10tダンプ荷台に500ｇ散布、同量の水を散
布後土砂を積載
・外観：淡黄色液体
・PH：7.0～9.0
・比重：1.0～1.1
・荷姿：18㎏/缶、1㎥コンテナ、10ｋｇ箱

121 2021/8/30 テクニカ合同株式会社
分別処理専用改質薬剤　クリーン
ウォーター

土砂と瓦礫の分別 資材

災害廃棄物や混合廃棄物を「廃棄物」と「土砂」に分別する分別処理専用
改質薬剤で、地震や水害等で発生する泥状土と瓦礫などが混じる「災害
廃棄物」や、不法投棄現場から掘り起こされたり、中間処理施設等に持ち
込まれる「混合廃棄物」から、これまでより多くの土砂を分別することがで
きる。土砂の分別量が多くなる程、「廃棄物から取り出せる資源物」と「焼
却渣の減容化」、「最終処分場に持ち込まれる廃棄物の減量化」などに寄
与する。製品自体が中性で、発熱などの反応も起きずに作業を行うことが
可能。

応急対策
復旧復興

・(株)鴻池組と共同開発
・粉塵抑制効果が高い
・液体、粉体選択可能

122 2021/8/30 テクニカ合同株式会社 分別促進剤　T-クイック土ライ 土砂と瓦礫の分別 資材

災害廃棄物から埋め戻し材として、再利用可能な土砂の取り出しを即時
可能とする分別促進材。物理的な吸水反応の為、発熱などがなく、また中
性製品であるため災害廃棄物に含まれる有害物質に悪影響を及ぼすこと
なく安全に使用可能。

応急対策
復旧復興

・大成建設(株)と共同開発
・福島原発中間貯蔵施設で使用中

123 2021/8/31 大栄環境株式会社 「瓦礫・土砂」の運搬・処分 残土処理 その他

汚染土壌や廃棄物の処理処分の許可を持つ施設を複数保有し、双方の
許可を持つ施設もあるので「瓦礫・土砂」が「汚染土壌」「廃棄物（災害廃
棄物）」のどちらの扱いでも、分別作業することなく適正に処分することが
可能。大量の災害廃棄物を、海上輸送と陸送を併用し迅速に搬出処分し
た実績があり、現在仮置き場に堆積した「瓦礫・土砂」についても迅速に
搬出可能。フッ素含有土砂が「災害廃棄物」扱いとなっても「汚染土壌」扱
いとなっても対応可能。分別無しで処理処分することも可能。

応急対策
復旧復興

【運搬・処理費用】
①海上輸送+管理型埋立（汚染土壌と廃棄
物）31,000～35,000円/ｔ
②陸送+管理型埋立（汚染土壌と廃棄物）
31,000～35,000円/ｔ
③陸送又は海上輸送+中間処理(焼成処理)
(汚染土壌と廃棄物）49,000円/ｔ～
④海上輸送+中間処理（汚染土壌のみ）
22,000～24,000円/ｔ

124 2021/8/31 東京インキ株式会社 テラセル擁壁工法 狭隘な現場での施工 工法

高密度ポリエチレン製の軽量型枠である「テラセル」を展開し、形成された
ハニカム構造の中に中詰材として、砕石や現地発生土を充填・転圧しても
たれ形式の擁壁を構築する技術である。主に本設工事に使用されている
が、施工性に優れるため、応急復旧にも使用できる。施工は特殊作業を
必要としないため、普通作業員で簡単にできる。また、部材が軽量でコン
パクトなため、施工や運搬に特殊な大型重機も不要である。

応急対策
復旧復興

125 2021/8/31
青木あすなろ建設株式会社　
名古屋支店

瞬間吸水材「セルドロン」
狭隘現場からの土砂搬出・運
搬

資材

瞬間吸水材「セルドロン」はスコップやバケットでは取り扱いが困難な高含
水泥土を、バキューム等の特殊な機械を使用することなく、人力やバック
ホウで混合攪拌するだけですぐに搬出・運搬することが可能な状態に改
質できる。古紙やシュレッダー屑を微細加工した天然高分子（セルロース）
の粉体で、吸水率390%以上であり、高含水泥土に混合攪拌することで瞬
時に流動性を低下させることが可能。化学反応を伴わない物理的改質の
ため、改質土はアルカリ性になることがなく環境への負荷が小さく、改質
土は植栽土や田畑等に再利用することが可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・荷姿：10㎏袋、300ｋｇフレコン袋

126 2021/8/31
青木あすなろ建設株式会社　
名古屋支店

水陸両用建設機械工法(水陸両用
ブルドーザ、クレーン装置、水陸両
用バックホウ、水陸両用クローラダ
ンプ)

施工期間の短縮 工法

浅水域を作業領域とした建設機械で、
　・水陸両用ブルドーザは水深0m～7mで、水中での掘削押土作業が可
能、オペレータはラジコンで遠隔操縦
　・クレーン装置装着型水陸両用ブルドーザ：水陸ブル後部にクレーン装
置(10t吊)を搭載し、揚重作業が可能。
　・水陸両用バックホウは水深0m～1.5mで、掘削積込み作業、クレーン
(2.9t吊)作業等が可能。
　・水陸両用クローラダンプは水深0m～1.5mで、土砂等の水中運搬作業
が可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・水陸両用ブルドーザ：全国で５台しかない
　43.5ｔ級で運転費434,000円/日(直工)

127 2021/8/31
青木あすなろ建設株式会社　
名古屋支店

真空吸引圧送浚渫工法 泥土化土砂の撤去 工法

汚濁発生を抑制した高濃度浚渫システムです。
　・シルト粘土等の軟弱土を効率よく高濃度で浚渫、圧送可能。
　・浚渫時の汚濁発生・拡散がほとんどなく、周辺への環境負荷が少な
い。
　・浚渫と圧送作業を連続的に行い、効率的に長距離圧送（L=2km程度ま
で）が可能
　・浚渫船は、組立式で陸上運搬が可能

応急対策
復旧復興

NETIS-：HK-070001-Ｖ
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128 2021/8/31
青木あすなろ建設株式会社　
名古屋支店

管渠内等狭小空間で飛行可能な小
型ドローン

函渠内閉塞土砂調査 機械

GPS信号の届かない屋内や管渠内等狭小空間において安定して飛行す
ることに特化した小型ドローン。エクステンションアンテナにより、オペレー
ターは安全な場所に位置しながらドローンだけを狭小空間や危険な空間
に入れて飛行させることが可能。コンパスエラーも発生しないため、金属
が多い環境下でも飛行が可能。暗闇でもより鮮明に動画を撮影すること
のできる超高感度型のカメラを搭載。

緊急対応
応急対策
復旧復興

オペレーターは開発元から派遣

129 2021/8/31
青木あすなろ建設株式会社　
名古屋支店

廃棄物（ガレキ）混入堆積土砂分別
分級客土造成システム

土砂と瓦礫の分別 工法

廃棄物（ガレキ）が混入した堆積物から、廃棄物（ガレキ）を除去し客土用
土砂を造成する。ふるい分けは一次選別を行い80mmオーバーの異物を
除去。堆積土砂を細分化する工程で風力選別機にて軟質プラ、藁など除
去、磁力選別機にて金属類の除去を行い、最大粒径20mm以下まで分級
し営農も可能な客土用土とし利用可能。

復旧復興

・発電機対応可
・仮説ヤード規模に応じプラント設備を配置
・1,000ｍ3/日の実績

130 2021/8/31
青木あすなろ建設株式会社　
名古屋支店

乾式吹付工法「ファーストクリート
Dry」

狭隘な現場での施工 工法

粉体材料と混練り水を施工箇所まで別々に圧送し、吹付けノズル手前で
合流させて吹付ける乾式吹付方式を採用した吹付施工システム。練混ぜ
前の軽量な粉体材料だけを空気圧送するので、ゴムホースを使用して狭
隘な現場でも長距離・高揚程の吹付け施工が可能。使用材料を限定せ
ず、1：4モルタルのほか、設計条件に対応可能な様々な材料を簡便に長
距離圧送することが可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・高低差140ｍ、圧送距離280ｍ

131 2021/8/31
青木あすなろ建設株式会社　
名古屋支店

仮設法面用吹付工法「仮設ECOバ
インド工法」

その他 工法

表面侵食による落石が発生しやすい斜面に対して、本体施工時の安全を
確保するために、短期的に斜面保護を図る吹付け工法。結合材はすべて
天然ミネラル成分由来のもので、環境負荷物質が環境基準値以下であ
り、施工後の埋戻しの際も斫り撤去や産廃処理の必要がなく、工事終了
後に撤去ができない箇所や撤去の必要がない箇所でも環境負荷のない
ものとして残置可能。

応急対策
復旧復興

・標準的な施工距離であれば通常の湿式モ
ルタルと同じ機械で施工可能

132 2021/8/31
青木あすなろ建設株式会社　
名古屋支店

透水性コンクリート吹付工法「ザル
コン」

その他 工法

連続空隙を持つ透水性コンクリートを吹付工法により造成するもので、地
山内の間隙水をためることなく排水して斜面の侵食防止をはかる開放型
の法面保護工。通常の透水性コンクリートのような生コン車運搬では打設
が困難な狭隘地や、じゃかご工・ふとんかご工の施工が困難な急勾配の
狭隘斜面でも長距離の吹付圧送により施工が可能。礫層相当の透水性
を持ち、斜面に浸透した水を速やかに排水可能。

応急対策
復旧復興

・粒度調整骨材が必要

133 2021/8/31 高耐力マイクロパイル研究会 高耐力マイクロパイル工法 狭隘な現場での施工 工法

マイクロパイル技術にグラウンド・アンカー工法で用いられている削孔技
術やグラウトの加圧注入技術を取り入れ、異形鉄筋と高強度の鋼管（油
井用継目無鋼管：API規格 N80）を埋め込むことにより高耐力・支持力の
細径杭を築造する工法。

復旧復興

・鋼管外径は177.8mmと219.1mm

134 2021/8/31 岡三リビック株式会社 R-ROK工法 施工期間の短縮 工法

被災した盛土を簡易な作業で一体化されたかご枠により，早期に応急復
旧し，道路・鉄道を共用しつつ地山補強土工の後施工により盛土補強して
本復旧する工法。必要に応じてかご枠内に設けた保孔管を使用し、盛土
の供用を行いながら地山補強土工や排水工の後施工が可能な構造を有
する。

応急対策
復旧復興

135 2021/8/31 岡三リビック株式会社 多数アンカー式補強土壁工法 狭隘な現場での施工 工法
壁面材と土中に設置した多数のアンカープレートとをタイバーで緊結する
ことにより直壁を有する土構造物を構築する。

応急対策
復旧復興

136 2021/8/31 岡三リビック株式会社 トリグリッド《補強盛土工法》 その他 工法

高密度ポリエステル繊維を束ねたものを芯材とし、ポリプロピレン樹脂を
被膜材として複合させ格子構造状に構成したジオグリッド材料。十分な強
度を有し、伸びが小さく優れたクリープ特性、耐衝撃性、耐久性（耐侯性、
耐薬品性、耐寒・耐熱性）を備えている。土との摩擦特性が良く、施工性
にも優れているため、現地発生材を使用して補強盛土【1:0.6～1:1.0】など
を経済的かつ容易に施工することが可能。

応急対策
復旧復興

137 2021/8/31 岡三リビック株式会社 排水補強パイプ《PDR工法》 その他 資材

ストレーナ加工された構成の直系6㎝のパイプを斜面に打設することで、
排水パイプとしての機能に加え。地山を補強する機能を併せ持つ工法で
ある。
地震による強振動を受けたときに発生する過剰間隙水圧をすばやく消散
させ、同時に土の剛性を向上させる。

応急対策
復旧復興
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138 2021/8/31 岡三リビック株式会社 コンクリートキャンバス 河川流水の切り回し 資材

敷設と散水のみで構築する高耐久のシート材料。ドライコンクリートを内包
したシートで、水を散水するだけでコンクリート層を構築可能。
【特徴】
・地盤への追随性高い（硬化前は柔軟性に優れています）
・普通作業員で簡単に施工可能（特殊工具、特殊作業員不要。必要重機
は荷下ろし用重機程度。）
・水中、雨天時での施工が可能
・保管も可能

応急復旧

139 2021/8/31 岡三リビック株式会社 マックスウォール 河川流水の切り回し 製品

隙間のない土堤を設置できる連続箱型鋼製枠。連続した土堤を迅速に簡
単に設置可能。

応急復旧

・鋼製枠が連結されているため一体性が強
く大型土嚢と比べ約4倍の荷重に対応可能
・亜鉛メッキ鉄線を溶接した鋼製枠のため耐
久性が高い
・組み立て済製品のため施工性が良い。

140 2021/8/31 岡三リビック株式会社
吊り式省力化かご工「吊り式ハイ
パーマット」

施工期間の短縮 工法

施工ヤードでの組立、石詰後に運搬・設置することが可能で、施工スペー
スが限られた場所においても、容易に設置することができ、現地での作業
時間の短縮される。また、亜鉛アルミ合金めっき溶接金網で本体を構成し
ているため、本設土木構造物として使用が可能。

応急対策
復旧復興

・120型で2.2ｔ/個の重量であり、大型重機が
必要

141 2021/8/31
発泡スチロール土木工法開
発機構

EDO-EPS工法 施工期間の短縮 工法

EDO-EPSブロックを盛土材料として，重機を使用せず，人力で積み重ね、
短期間で自立した超軽量盛土を構築する。脆弱な地盤上や地すべり地上
の盛土荷重の軽減、構造物の土圧軽減を図りつつ，盛土を早期復旧。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・EDO-EPSブロックを仮置きするスペースが
必要

142 2021/8/31
株式会社技研製作所　東京
本社

圧入工法（インプラント構造） 施工期間の短縮 工法

静荷重で杭を地中に押し込む技術で、道路擁壁や河川護岸工事等にお
いて、低騒音・低振動で既製杭（鋼矢板、鋼管杭など）を施工する工法。
砂礫や玉石、岩盤などの硬質地盤への圧入施工にも対応可能。既製杭
上で全ての施工が可能なため、仮設桟橋等が不要であり、狭隘地や水
上、傾斜地等の厳しい施工条件でも施工可能。災害復旧工事において、
全国で多数の実績がある。本現場では抑止杭、導流堤、砂防堰堤での活
用が考えられる。

応急対策
復旧復興

材料調達には期間を要する。施工拠点が必
要。

143 2021/8/31 大和化成株式会社 高含水泥土用中性改質材 泥土化土砂の固化 資材

水分を多く含みべたついた高含水粘性土を、中性域で素早くパラパラとし
た状態に改質する。改質により分別・運搬作業等の高効率化、改質後の
泥土の再利用の簡易化が図れる。本品は無機鉱物に高吸水性ポリマー
を配合し、中性域で製品化しているので、改質後の泥土の再利用にも利
便性がある。災害発生土、湖沼・河川等の浚渫土、トンネル・ダム工事等
により発生する泥土の選別・運搬に有用。

緊急対応
応急対策
復旧復興

144 2021/8/31
エターナルプレザーブ株式会
社

テラメッシュ工法 狭隘な現場での施工 工法

テラメッシュ工法は、栗石を拘束したふとん籠（壁面）が、盛土内の地下水
上昇を防ぐとともに、その一体となった補強材により、盛土の崩壊等を防
ぐ強靭な擁壁である。材料に用いる鋼線は防錆使用のガルファンメッキ＋
Polimac®コーティングされているため、塩害地域でも腐食しない高い耐久
性を有する。材料が軽量(約27kg/set)なため大型クレーンなどは必要なく
現地での運搬が容易である。籠の中に栗石を入れることから透水性に優
れ、豪雨に強い。

復旧復興

材料組み立ての際にコンプレッサーが必要
である。数量が多い場合は納期に１ヶ月以
上必要であるが、現状在庫対応可能な数量
（300壁㎡）以下の場合は1週間程度の納期
となる。

145 2021/8/31
エターナルプレザーブ株式会
社

パラリンク 施工期間の短縮 資材

パラリンクは縦帯が高強度を有する一方向性材料である。これを軟弱地
盤上盛土造成における全体安定対策の一つである敷網工法に用いる。ま
た、高盛土造成における盛土安定対策にも用いることが出来る。幅4.4m
でバックホウを用いて敷設するため、施工性が良い（2,000㎡/日)　。 復旧復興

・静岡県の新技術・新工法登録：No.1260
・建設技術審査証明書取得：第1306号
・品番が300L以下の時は標準的に納期が1
週間程度であるが、品番が400L以上の高品
番の場合は受注生産となり、納期が6～8週
間程度要する。

146 2021/8/31 応用地質株式会社
クリノポールを用いた盛土崩壊によ
る二次災害防止警報システム

工事関係者の情報共有・調
整

システム

渓流最上部に残っている盛土の挙動を把握し、二次災害を防止するた
め、クリノポールにより面的にリアルタイムで盛土を監視する。クリノポー
ルは、高分解能なセンサを地中1mに設置することで地表の温度変化の影
響を抑え、地盤のわずかな動きを検知することができ、地すべりや表層崩
壊の前兆を検出する地盤傾斜計である。φ25mm×1m程度の孔を開け差
し込み簡単に設置でき、施工性が良好なので、多点に設置し、地盤の面
的な動態観測が可能である。崩壊の前兆となる挙動をとらえユーザに警
報メールを発信するので、監視機器・体制の強化などを的確に判断するこ
とができ、作業員や住民の安全を確保する。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・現地調査においてすでに崩壊エリアが想
定されている場合は、地表面伸縮計や孔内
傾斜計の併設が推奨される。
・クリノポールの設置適地や警報設定値に
ついては、コンサルティング・サービスとして
提供する。
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147 2021/8/31
タキロンシーアイシビル株式
会社

ダイプラハウエル管 狭隘な現場での施工 資材

ダイプラハウエル管は、強靭な高密度ポチエチレンで製造されている。独
特の中空リブ構造による壁面により、優れた剛性と軽量化を実現し、高土
被りにも対応可能。耐薬品性・耐摩耗性にも優れ、長期間の使用に耐え
られるだけでなく、5mの長尺管であることを活かし、少ない接続箇所で敷
設時間も短縮できるため経済性にも優れている。他管材に比べ軽量であ
るため、重機械の使用が困難な狭隘地や急傾斜地での施工性に優れ
る。高密度ポリエチレン製であるため、柔軟性、強靭性に優れており、地
震時の挙動に追従できる。土砂崩壊や河道閉塞などの災害対策工事へ
の採用実績あり。

応急対策
復旧復興

・受注生産品であるため、現地条件に合わ
せた製品を製造可能。集水管/地下排水管
用途として、有孔管も製造可能。
・日本工業規格(JIS K 6780)など、各公的機
関の認証を受けているため、道路横断管、
地下排水管、河川樋管、ため池底樋、産業
廃棄物処理場など様々な用途での採用実
績が多数あり。

148 2021/8/31 チヨダウーテ株式会社 石膏系中性固化材（エコハードAⅡ） 土砂と瓦礫の分別 資材

泥土に混合することで、泥土のpHに影響を与えることなく中性域（排水基
準：pH5.8～8.6）のまま、短時間（30分～2時間程度）で固化処理する。固
化材が中性であるため、植生機能を阻害することなく泥土を処理すること
ができ、固化材に魚毒性がないことから、周辺環境に配慮した施工が可
能な「環境にやさしい」土質改良材である。汎用機（バックホウ，自走式土
質改良機，など）での施工が可能で、土砂と瓦礫の分別での使用実績が
ある。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・配合試験により添加量の選定が必要
・静岡県新技術・新工法登録：No.1644
・NETIS（国交省）登録：CB-160012-A

149 2021/8/31 三井化学産資株式会社
「脱水ディーバッグ」による泥土化土
砂の袋詰め脱水・減容化と搬出・運
搬

泥土化土砂の撤去 製品

泥土化土砂を可搬型袋材に充填して脱水・減容化させ、搬出・運搬を容
易にする技術。袋材は、高強度・高透水性を有するポリプロピレン製織布
をバッグ状に縫製したものである。袋材の容量は約1.7m3および約2.1m3。
バックホウによる充填のほか、バキュームカー、サンドポンプ等での高含
水比泥土充填も可能。高強度の吊り上げ用ストラップを備えており、充
填・脱水後、効率的に運搬可能。一般的な大型土のうよりも高強度のた
め、ある程度脱水した状態であれば仮設土のうとしても適用可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・泥土充填の際、架台（簡易的なもので可）
および設置スペースが必要。
・土質によるが、脱水に数日間を要する。
（状態により早期吊り上げ・運搬も可）
・定置型の大型袋「脱水ジオチューブ」も用
意できる。

150 2021/8/31
明治コンサルタント株式会社　
東京支店

Merex-CR(Area net 傾斜計リアルタ
イム）及びMerex-D(拡散レーザ変
位計)

その他 システム

◆Merex-CR（NETIS登録番号：HK-150012-A）は、安全確保のために監
視が必要な場所で威力を発揮する。角度変位計測による構造物(盛土･擁
壁･橋・トンネル・鉄塔など)の変状監視･維持管理をはじめ、斜面危険箇所
の簡易計測(落石・土石流・崩壊・地すべりなど)、施行中の切土、床堀斜
面の安全管理、その他あらゆる局面での対応が可能。
◆Merex-Dは、長期的に地形の変位を計測し、地盤の動きや構造物の動
きを正確にキャッチする事が可能。また、通常のレーザを拡散させ、スポッ
ト径を広げる事で、雨や雪、草葉など遮蔽物のある環境でも安定した計測
が可能。

緊急対応
応急対策
復旧復興

・Merex-CRのリアルタイム計測を活用しな
い場合は、無線で親機(1台)・子機(最大10
台)での観測が可能。リアルタイム計測を活
用し遠隔通信システムを構築する場合は、
全ての機器同士を有線で繋ぐ必要がある。
・警報が発出された場合はコントローラー
(データターミナル)で警報を止める必要があ
るが、現地作業員でも停止操作は可能。

151 2021/8/31 株式会社奥村組　東京支店
機動性に優れた自走式ロングベル
コン　ラントパス／BM2009C

狭隘現場からの土砂搬出・運
搬

機械

キャタピラーによる機動性に優れた自走式ロングベルコン（ベルコン機長
20ｍ、ベルト幅900mm）を用いることにより、順次移動する掘削ヵ所からダ
ンプﾟトラックへ効率的な積込が行えるため、工期短縮が期待できる。機械
の搬出入の際、従来は組み立て解体にクレーンでの作業を必要としてい
たが、当機械は油圧シリンダによりコンベアを開閉できるよう改良されて
おり、分解することなく低床トレーラで輸送できる。当機械は、被災現場か
らの土砂の搬出のみならず、土砂仮置場での土砂の移動や積込にも有
効活用できる。なお、株式会社イマギイレにて8台保有、埼玉県岩槻市か
らの搬送となる。

緊急対応
応急対策
復旧復興

152 2021/8/31 株式会社奥村組　東京支店 災害廃棄物自動選別機 土砂と瓦礫の分別 工法

提案技術は、災害廃棄物を金属類、土砂類、可燃物、不燃物ごとに高速
高精度で自動分離するシステムであり、瓦礫混じり土砂を資材として再利
用することが可能となる。システムは、磁選機、カッターバー付トロンメル
（#35or#25mm）、可燃物分離装置、及び土砂精密分離装置（#15mm）を目
的に合わせて組み合わせて使用する。また、設置場所の形状に併せて機
械の配置を変更がすることができる。カッターバー付トロンメルは粘性土
分の多い土砂を効率的に分別することができる。また、可燃物分離装置
は鋼製熊手の鋤取りと高圧エアーで可燃物を自動分離することができ
る。,なお、当システムは、東日本大震災の岩手県と宮城県の計３地区で
合計７２万トンの災害廃棄物処理を行った実績を有する。

応急対策
復旧復興

・機器納期はカッターバー付きトロンメル＃
35は注文より1ヶ月程度、それ以外は2ヶ月
程度。
・400Vの高圧電源（大型発電機等）が必要。
・機械の運転・維持管理に特別な専門性は
不要（機器メーカーの指導受は必要）

153 2021/8/31 株式会社奥村組　東京支店
土砂と瓦礫の分別工事の施工計
画・管理へのコンサルティング

土砂と瓦礫の分別 その他

土砂と瓦礫の分別工事の施工計画の立案にあたり、以下に示す支援業
務を行う。
・災害廃棄物対策機械を豊富に保有するリース会社との連携により、土
砂の現地確認や廃棄物の受入条件等をふまえた適切な使用機械の選定
・室内ふるい分け試験による土砂の含水比に応じた改質材の添加計画の
策定
・これらに基づく、工事施工計画書の策定支援

応急対策
復旧復興
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154 2021/8/31 株式会社奥村組　東京支店
土石流災害の現場にマッチした『災
害復旧情報共有システム』

工事関係者の情報共有・調
整

システム

災害復旧情報共有システムを活用することにより、複数関係者間で災害
復旧工事全体の情報共有が可能となる。
・様々な入力デバイスに対応し、現場で迅速に施工情報のデータ入力が
可能となり、帳票類の作成作業時間が削減できる。
・現場で入力された即時性の高い施工情報をクラウドサーバを通じて、施
工情報の工事関係者間での円滑な共有・把握を実現できる。
・土石流災害専用に各種機能を付加してカスタマイズすることが可能。

復旧復興

155 2021/8/31 株式会社奥村組　東京支店
COVID-19に対応した『作業員健康
情報一元管理システム』によるクラ
スター発生防止対策

その他 システム

災害復旧現場全体の「作業員健康情報一元管理システム」を構築し、新
型コロナウイルスへの感染を防止する。
・新規入場時：新規入場者は抗原検査を実施し結果を記録。陽性反応者
は専門機関のPCR検査を経てから入場。抗原検査は全現場統一のキット
を使用。
・日々の入場時：作業開始前に顔認証型AIサーマルカメラにより毎日の個
人認証と体温測定。発熱がある作業員は入場を禁止。
・日々の施工時：認証タグによる作業員の位置情報の把握と記録。
・感染者判明時：システム履歴から濃厚接触者の迅速な抽出と隔離処

復旧復興

156 2021/8/31 株式会社奥村組　東京支店
VRを活用した災害時の共通教育シ
ステム

その他 システム

教育研修VRソフト「ファストVR」を用いて災害時教育用VRコンテンツを作
成し、統一された共通の教育を関係者に対して効果的・効率的に行う。以
下に示す目的毎のコンテンツを現地のVR動画等で作成し、VRゴーグルを
用いて教育を実施する。
・安全管理：災害時特有の危険ポイントや現地特有の危険箇所など
・二次災害の防止：二次災害の恐れのある箇所や二次災害時の避難方
法等
・周辺環境に関する周知：現地周辺環境（騒音、振動等）に対する注意点

緊急対応
応急対策
復旧復興

自前で購入済みのVRゴーグルを活用する
場合は、Oculus Quest、VIVE系のヘッドマウ
ントディスプレイ(FastVR開発版で動作確認
済)であれば利用可能

157 2021/8/31 株式会社奥村組　東京支店
臨場困難な被災地におけるスマー
トグラスの活用法

その他 システム

現場の技術者等が装着したスマートグラスを通した映像により、臨場と同
等の情報を関係者全員で共有できる。図面等の画面共有やビデオ通話
により遠隔指示を行うことで作業を円滑化し、手戻り作業を未然に防止で
きる。二次災害の予兆や作業の危険性等を複数の関係者の目で確認す
ることで、労働災害の防止に繋がる。出来形確認等の立会も遠隔臨場で
実施可能となり、業務効率化（移動時間省略）が図れる。

緊急対応
応急対策
復旧復興

通信状況が不安定な状況である場合には、
被災箇所以外にWi-Fi親機を設置し、被災
箇所には屋外対応型子機を展開設置してい
くことで、安定した通信環境を構築し、平常
時と同等の通信環境を確保する。

158 2021/8/31 株式会社奥村組　東京支店
仮設用道路マット「Nコラムマット」を
用いた仮設作業用通路・道路の確
保

その他 製品

工事関係者用歩行通路、現場内の工事用道路に「Nコラムマット」を敷設
する。敷設に際しては、転圧等を行い地盤との一体性を向上させる。「Nコ
ラムマット」はメッシュ形状・格子体であるため、表面積が大きく地盤との
密着性が高いため、滑り止め効果も発揮できる。工事関係者は、歩行用
通路を通行することにより、現場内歩行時に、土砂・瓦礫といった突起物
につまずき、転倒するリスクが低減し、労働災害防止に寄与できる。容易
に頑丈な工事用道路を整備でき、10tダンプが積み込み機械の付近まで
走行できるようになり、土砂運搬の作業効率向上が期待できる。

応急対策
復旧復興

・適用範囲は縦断勾配15%以下の仮設道路
・NETIS登録技術（事後評価未実施技術）
登録No：KT-180096-A 

59 158 158

【工法・資材等の区分】 【技術の分類】
工法 47 狭隘な現場での施工 23
資材 33 施工期間の短縮 23
製品 9 人力施工の補助 2
機械 37 泥土化土砂の撤去 8

システム 27 函渠内閉塞土砂調査 1
その他（ノウハウ等） 5 函渠内閉塞土砂撤去 0

計 158 狭隘現場からの土砂搬出・運搬 10
泥土化土砂の固化 9

残土処理 10
土砂と瓦礫の分別 29

河川流水の切り回し 6
鉄道近接工事における静的破砕 0

工事関係者の情報共有・調整 20
その他 17

計 158
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