
新技術展示会新技術展示会
※会場内で新技術のプレゼン
　テーションを行います。

  主催：建設技術審査証明協議会

一般財団法人 国土技術研究センター 

一般財団法人 土木研究センター 

一般財団法人 日本建設情報総合センター 

公益社団法人 日本測量協会 

一般社団法人 日本建設機械施工協会 

一般財団法人 ダム技術センター 

一般財団法人 日本建築センター 

一般財団法人 建築保全センター 

一般財団法人 砂防・地すべり技術センター 

公益財団法人 日本下水道新技術機構 

一般財団法人 先端建設技術センター 

公益財団法人 都市緑化機構 

一般財団法人 日本地図センター 

一般財団法人 ベターリビング

  後援（予定）

国土交通省 

国立研究開発法人 土木研究所 

国立研究開発法人 建築研究所 

公益社団法人 土木学会 

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

一般社団法人 全日本建設技術協会  

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 

一般社団法人 全国建設業協会 

一般社団法人 日本建設業連合会 

公益社団法人 日本下水道協会

日時

会場 一橋大学「一橋講堂」
東京都千代田区一ツ橋 2-1-2  学術総合センター内

※国立研究開発法人  土木研究所「土研新技術ショーケース
　2021 in 東京」と同会場で開催いたします。

10:00▶17:00 2021.9.29（水）

2021年度建設技術審査証明

和田倉門守衛所跡から日比谷のビル群を望む
撮影：吉井久美子

2021年度建設技術審査証明　新技術展示会事務局　一般財団法人 先端建設技術センター　企画部
〒112-0012  東京都文京区大塚2-15-6　オーク音羽ビル4Ｆ
TEL：03-3942-3991　FAX：03-3942-0424

問合せ先

中止中止
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既存工法 J-WALLⅡ工法

2

参加企業

技術の概要技術の概要

　J-WALLⅡ工法は、合成構造用鋼矢板（製品名-ビートルパイル：ハット形鋼矢板＋CT形鋼）を仮設土留め壁として利
用し、地盤掘削後に鉄筋コンクリートと一体化させることにより、本設の合成壁を構築する工法です。
　本工法により、従来の仮設・本設別構造に比べ下記の効果を発揮できます。
（1）鋼・コンクリート一体構造として高剛性、高耐力を発揮し、薄壁化を実現できます。
（2）ビートルパイルが型枠としても機能し足場等の仮設物の設置を削減できるため、近接施工および狭隘
　　地施工が可能です。
（3）ビートルパイルを背面一面に配しており、コンクリートがひび割れた場合でも高い止水性を発揮できます。
（4）必要施工幅および壁厚を縮小できるため、敷地を有効利用することが可能です。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 国土技術研究センター

JFEスチール株式会社、株式会社大林組、ジェコス株式会社 お問合せ先

JFEスチール株式会社　松原 秀和
〒100-0011  
東京都千代田区内幸町2丁目2番3号
TEL：090-5056-5582

J-WALLⅡ工法
合成構造用鋼矢板の本体利用技術

適用例（アンダーパスなど） J-WALLⅡ工法の断面図

カタログ
QRコード

技術の概要技術の概要

　土地の有効利用の観点から盛土のり面の急勾配化のニーズが高く、擁壁などに比較して経済的に盛土のり面の急勾
配化を可能にする補強土工法が普及してきています。 
　ハイビーウォール（Hyb-wall）は、補強土の壁面部分に高強度の改良土（短繊維混合安定処理土）を盛り立てて、補強
材（ジオグリッド）と組み合わせた補強土壁です。この改良土の効果により壁面パネルを簡易な構造にできるとともに、
従来の補強土壁に比べて耐震性能も向上します。
　令和３年３月に（一財）土木研究センターより「ハイビーウォール」設計・施工マニュアルが発刊されました。
【工法の特徴】
◆改良土の強度を設計に取り入れ合理的な補強土壁の設計
◆改良土には短繊維を混合→より高性能な改良土
◆改良土体により壁面パネルの変形が抑制される
◆粘性土から礫質土まで広範囲な対象土質
◆現地発生土利用による残土の発生抑制→コストダウン効果
◆特殊な機械などは不要（ただし改良土の撹拌混合にはバケットミキシング
タイプが望ましい）

◆高い耐震性能

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 土木研究センター

大日本土木株式会社 お問合せ先

大日本土木株式会社　中谷 登
〒160-0023 
東京都新宿西新宿6-16-6
TEL：03-5326-3939

ハイビーウォール
改良土（短繊維混合安定処理土）とジオグリッドを組み合わせた補強土壁

技術の概要技術の概要

　背面に地盤等がある地下構造物などのRC構造物の耐震
補強工事では、片側面からのみ施工が可能という制約があ
るため、既存RC構造物の片側面から後施工によりせん断補
強を行う工法として「ベストグラウトバー」を開発しました。
　本工法は、既存ＲＣ構造物の表面から削孔し、孔内に定
着材を充填した後、ベストグラウトバーを挿入して、部材の
せん断耐力を向上させます。ベストグラウトバーは、加工し
た埋込み側先端に六角ナットを装着することにより、定着
性能を向上させ、後施工によるせん断補強効果を確実に発
揮できます。
【特徴】
1.定着材に可塑性プレミックスモルタルを使用し、定着材の充填治具およびベストグラウト
　バーの挿入治具と組み合わせて用いることで確実な充填・定着性能の確保が可能です
2.せん断耐力の補強効果は既往の設計式と有効係数を用いて評価できます
3.ベストグラウトバーの挿入位置を埋込み側主鉄筋の手前までとしているため、鉄筋の損傷
　リスクを大幅に低減できます
4.定着材の充填から表面仕上げまでの作業を連続して行うことにより省力化と工期短縮が
　可能です
5.人力で施工するため、空間等の制約を受ける場所で適用できます

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 土木研究センター

株式会社奥村組 お問合せ先

株式会社奥村組　山口 治
〒108-8381 
東京都港区芝5-6-1
TEL：03-5427-8038

ベストグラウトバー
後施工六角ナット定着型せん断補強鉄筋

技術の概要技術の概要

　スパイラルアンカーは、供用中の鉄筋コンクリート構造物にあと施工でせん断補強を
行う工法で、躯体の表面からコアドリル等を用いて削孔を行った後、孔壁内面に目粗し処
理施した孔内に、端部に定着体を取り付けた補強用鉄筋の差し込みと充填材（グラウト）
を注入して、構造体と一体化させることによって部材のせん断耐力を向上させ、じん性を
確保する工法です。
＜工法の特徴＞　
・孔壁内面の目粗し処理により、既存躯体との付着性が向上
・鉄筋端部の定着体により耐引抜性能が向上
・専用の可塑性充填材の使用により施工性が向上
・打撃破壊を伴わない削孔法の為、既存躯体の損傷が減少。騒音・
粉塵の発生が少なく作業環境が良好
・過密配筋に対して削孔径をより小さくしたSタイプの採用で既設
鉄筋との接触を回避可能
・狭隘な空間でもコアドリルのロッド継ぎ足しにより長距離施工
が可能

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 土木研究センター

前田建設工業株式会社、株式会社エフビーエス お問合せ先

株式会社エフビーエス　石田 兵衛
〒103-0025 
東京都中央区日本橋茅場町3-1-11 日本橋ピアザビル６F
TEL：03-3639-7603

スパイラルアンカー
孔壁内面に目粗し処理を施したあと施工せん断補強鉄筋

D22,
D25

D16,
D19D22

SD390 SD345

M20M16 M16 M20

D16,
D19

六角ナット（3種）の種類
（JIS B 1181付属書JA）

鉄筋の種類
（JIS G 3112）

鉄筋の呼び名

D22-M20（六角ナット3種）の例
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参加企業

技術の概要技術の概要

　CSBは遠心成形により管と基礎を一体化して現場での施工の省力化、工期短縮化のためにプレキャスト化したもの
で、しかも遠心製法のため均一な品質で高強度なパイプカルバートである。
　CSBにはⅠ形とⅣ形があり、CSBにかかる荷重（土圧、自動車荷重等）の大きさによって使い分ける。Ⅰ形は遠心力鉄
筋コンクリート管（以下ヒューム管）の外圧管1種を360度コンクリート巻立てで施工したものに対応するもので、使用土
被り、経済性を考慮して厚さを定めている。断面形状は外形が正方形で内形（流水断面）が円形である。Ⅳ形はヒューム
管の外圧管2種を180度コンクリート基礎で施工したものに対応するもので、断面形状は外形の上部が半円のアーチ型
で内形（流水断面）が円形である。
　CSBⅠ形、Ⅳ形共に継手部はヒューム管のB形と同じで、ヒューム管との接合が可能である。また、継手部は緊結金具
を用いて緊結することができ、継手部の抜出しが防止できる。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 土木研究センター

中川ヒューム管工業株式会社 お問合せ先

中川ヒューム管工業株式会社　吉井 裕行
〒300-0051 
茨城県土浦市真鍋1-16-11
TEL：029-821-3611

ＣＳＢ
遠心成形高強度パイプカルバート

技術の概要技術の概要

　ＭＭホールは、回転圧入方式により立坑を構築する工法に用いる工場で生産される高品質の鉄筋コンクリート製の
側塊ブロックである。本製品は推進工程が完了し、立坑の役目を果たした後は、これをそのままマンホールとして使用す
るものである。
　ＭＭホールは、狭隘な箇所や交通量の激しい場所など、施工条件の非常に厳しい場所での構築及び作業効率の向上
を目的に開発したものであり、①工期の短縮、②工事費の縮減、③施工精度の確保、④工事公害の低減が可能であり、⑤
組み立てた側塊はT-25の活荷重及び10mの深さの土圧に対応し、⑥継手の水密性は0.2MPaの水圧に耐えることが出
来る。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 土木研究センター

中川ヒューム管工業株式会社 お問合せ先

中川ヒューム管工業株式会社　吉井 裕行
〒300-0051
茨城県土浦市真鍋1-16-11
TEL：029-821-3611

ＭＭホール
回転圧入式立坑兼用プレキャストマンホール

技術の概要技術の概要

　Post-Head-barを用いた補強工法は、既設鉄筋コンクリート構
造物に対し、せん断補強を目的とした後施工の耐震補強工事に用い
るもので、2005年に建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道
路保全技術 建技審証 第0522号 一般財団法人土木研究センター）
を取得しました。その後、従来の片端矩形プレート型に加え、工期短
縮・コスト削減を目指して拡大削孔の必要がない両端円形プレート
型を開発しました。また、施工スペースが狭い場合にも適用できる継
手型も開発しました。
　Post-Head-bar は2007年第1号物件を施工以降、2021年3月
までに953件・160万本以上の実績があります。
　このたび、上記の両端円形プレート型の適用範囲をD13～D32に
拡大するとともに、上向き継手型（D13～D29）を審査証明書に追加しました。これらの変更により、工期短縮・コストダ
ウンや適用範囲の拡大が可能となります。
　本工法を数多くの構造物の補強に適用することにより、地震に強い国土の形成に貢献していけるものと考えてい
ます。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 土木研究センター

大成建設株式会社、成和リニューアルワークス株式会社 お問合せ先

ポストヘッドバー工法研究会　岡本 晋
〒106-6033 
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー33階
TEL：03-3568-8566

Post-Head-bar
後施工プレート定着型せん断補強鉄筋

技術の概要技術の概要

　Head-barは、1999年建設省制定の旧制度のもと、土木研究センターから、機械式鉄筋定着工法として他製品に先
駆けて「技術審査証明」を取得し、現在まで様々な重要構造物に採用され、本年8月には累計納入本数が6千5百万本を
超えた。 
　2016年には、国土交通省から「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」が示されその用途が
①せん断鉄筋補強用途
②横拘束鉄筋用途（塑性ヒンジ部で使用するための、耐震性能が求められる）
に明確化された。
　Head-barは、2012年に橋脚を模擬した試験体で半円形フックとの変形性能に関する比較実験を行い、軸方向鉄筋
の座屈を抑止する効果および部材の靭性が、破壊するまでの挙動を含めて同等以上であることを確認しているので、横
拘束鉄筋としても使用可能である。
　また、せん断補強鉄筋用途のみに使用できる“よりコンパクトな円形プレート型Head-bar”の製造・販売も行って
いる。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 土木研究センター

大成建設株式会社、VSL JAPAN株式会社 お問合せ先

VSL JAPAN株式会社　丸山 英樹
〒160-0023 
東京都新宿区西新宿三丁目2番26号  立花新宿ビル5F
TEL：03-3346-8913

Head-bar
プレート定着型せん断補強鉄筋
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表-1 「山河-G」の仕様

参加企業

技術の概要技術の概要

　「山河-G」は、JIS G 3547に適合する心線径2.6mm、3.2mm、4.0mm及び5.0mmの亜鉛めっき鉄線（H）3種以上
にプライマー処理を施し、接着性樹脂と、高密度ポリエチレン樹脂を押出し被覆した線材で、耐久性（耐候性・耐酸性・耐
塩性・耐薬品性・耐磨耗性など）に優れている。
　「山河-G」の仕様を表-1に示す。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 土木研究センター

タキロンシーアイシビル株式会社 お問合せ先

タキロンシーアイシビル株式会社
東京担当：中尾　TEL：03-6711-3728
大阪担当：桐山　TEL：06-6453-9285

山河-G
鉄線籠型護岸用被覆鉄線

技術の概要技術の概要

　アブソリュート・クラッシング工法（Ａ-CR工法)は、全回転型オールケーシング掘削機と今回開発したクレーン吊下げ
式の油圧式圧砕機を組合せた地中障害物撤去の工法である。
　本工法は、ケーシング先端のファーストチューブ内側に取付けたインナービットにより、破砕刃の稼働空間となるリン
グ状の溝（幅205～405mm）を切削し、その溝に破砕刃を挿入、稼働させることで障害物を破砕し、破砕片を除去する
低騒音低振動の工法である。
　圧砕機は、グリッパと4枚の破砕刃を有し、独立した油圧シリンダで作動する。圧砕機は、グリッパをケーシング内壁
に張出し、本体を固定することにより、破砕刃の開閉による“もぎ取る、
引きちぎる”に加え、破砕刃の把持とケーシングの回転力による“捻じ
切る”などの複合動作で鉄筋コンクリート構造物（躯体および場所打
ち杭）、鋼杭、形鋼などを破砕、切断する。
　破砕後、圧砕機と油圧グラブを取り替えることにより破砕片の除去
や底浚えが可能である。また、汎用機のコンクリート圧砕機と同様に
地上で粉塵の飛散防止対策を行うことにより小割が可能で分別にも
適用できる。
　本工法による地中障害物の撤去は、掘削径では最大φ3000mm、
掘削長では最大41.5ｍまで施工実績がある。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般社団法人 日本建設機械施工協会

株式会社横山基礎工事 お問合せ先

株式会社横山基礎工事　孝本 英俊
〒679-5303
兵庫県佐用郡佐用町真盛385-2
TEL：0790-88-2215

アブソリュート・クラッシング工法
Ａ-ＣＲ工法

技術の概要技術の概要

　カプセルホウ・パイラ工法（以下「本工法」という）は、一般的な鋼管矢板打込みの打撃工法や中掘工法に替え、鋼管
矢板圧入機の押込みとクレーン吊下げ式の油圧式中掘機（以下「カプセルホウ」という）を組合せ、鋼管矢板を地盤中に
貫入させる低騒音低振動の鋼管矢板中掘圧入工法である。
　鋼管矢板圧入機は、既に押込まれた鋼管(または発進用反力架台鋼管)を数本掴み、その引抜抵抗力を反力として次
の鋼管矢板を油圧による静荷重で地中に押込み、鋼管内掘削はカプセルホウにより行う。カプセルホウを管内に挿入し
グリッパを張出すことにより、スクリュドリルの回転反力を確保、同ドリルの回転により、カプセルパイプ容量分の管内
土を掘削、取込み、その後、地上に吊上げ断続的に排土する。
　従来の中掘工法において障害となっていた管内周の土砂・玉石・角
礫などとの接触の少ないカプセルホウは、河床の玉石や軟岩への根
入れと共に長尺施工に対する貫入抵抗を軽減できる。また、カプセ
ルホウのボトムシャッタにより、カプセルパイプ下端を密閉できるこ
とにより、水中掘削や高含水の砂・砂礫など排出時の漏出や濁水の
飛散を低減でき、周辺環境保護対策も可能となっている。管内を断
続的に掘削しながら圧入を繰返し、鋼管矢板下端が所定深度に到達
すると根固め攪拌機により杭先端のセメントミルク噴射攪拌また
は、コンクリート打設による根固めが可能である.。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般社団法人 日本建設機械施工協会

株式会社横山基礎工事 お問合せ先

株式会社横山基礎工事　孝本 英俊
〒679-5303 
兵庫県佐用郡佐用町真盛385-2
TEL：0790-88-2215

カプセルホウ・パイラ工法
鋼管矢板中掘圧入工法

技術の概要技術の概要

　ASFIT防水工法の最大の特徴は①熱アスの仕上がり②環境負荷低減③作業効率化の3点にあります。
　まずASFIT防水工法はトーチ工法の施工方法でありながらアスファルト熱工法と同等以上の水密性が得られます。
　アスファルト熱工法は長年の実績と高い水密性で信頼がありますが、施工中の煙や臭い、CO2などが発生し近隣から
のクレームや温室効果ガス排出の環境問題があります。また300℃近い溶融アスファルトを扱うので作業には危険を伴
い、昨今後継者問題などで職人不足が深刻化しています。
　一方でトーチ工法の施工は比較的簡単で、煙や臭い、CO2の発生は少ないのですが、簡単が故に炙り不足や水みちの
発生など、職人の技術の違いによって品質が安定しません。
　ASFIT防水工法はライセンス制にすることで一定の水準の施工品質を提供できます。また非常に溶けやすい高品質の
改質アスファルトを使用しており、溶融アスファルトを流し張りしているような施工が可能なので水密性に優れています。
非常に溶けやすいので煙や臭い、CO2の発生が飛躍的に抑えられています。
　従来の国土交通省仕様A-1工法と比べてCO2排出量は約13％で、環境負
荷低減に貢献しています。
　防水層の構成は露出・押えどちらも2層構成です。
　シート単体の品質を高めて積層数の省力化を実現したことで工期短縮が
可能になりました。
　当社ブースに積層サンプルや現物サンプル、施工動画などを準備しており
ますので、この機会に高品質なASFIT防水工法を是非実感してみてください。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 日本建築センター

七王工業株式会社 お問合せ先

七王工業株式会社　細川 晃平
〒765-0031
香川県善通寺市金蔵寺町180番地
TEL：0877-62-0951

環境配慮型改質アスファルト防水工法
ASFIT防水工法

合成樹脂の種類 高密度ポリエチレン

被覆線径
（mm）

3.20
±0.08

呼び径（被覆線径－心線径）

心線径
（mm）

2.60
±0.07

最小被覆厚さ
（mm） 0.20以上

引張強さ
（N/mm2） 590～880

破断強さ
（N）

3,130～
4,670

亜鉛付着量
（g/m2） 120以上

32/26
4.00
±0.08
3.20
±0.07

0.27以上

540～830

4,340～
6,670

135以上

40/32
5.00
±0.10
4.00
±0.08

0.34以上

390～780

4,900～
9,800

155以上

50/40
6.00
±0.10
5.00
±0.09

0.34以上

390～780

7,650～
15,310

155以上

60/50
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参加企業

技術の概要技術の概要

　本工法は、建築物や構造物の環境配慮型工事において、外壁石綿含有仕上塗材及び下地調整材を超高圧水で撤去す
る工法です。
　ジェットポンプによって発生させた超高圧水を、先端に接続したカップ状の装置から噴射し、石綿含有仕上塗材およ
び下地調整材を撤去すると同時に、剥離物および濁水を強力に吸引・回収します。
　回収した剥離物と濁水は自動的に分別し、PH調整及
び石綿検出限界値まで濾過し処理水を現地にて放流
処分することが可能です。
　周辺環境はもちろん作業員の安全性の向上、施工性
向上によるコスト削減、工期短縮作業負荷の低減及び
省力化に効果を発揮します。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 日本建築センター

株式会社マルホウ お問合せ先

株式会社マルホウ　松元 将太
〒470-0162 
愛知県東郷町春木下鏡田446-1098
TEL：0120-004-275

ウォータークリーン工法
石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術

技術の概要技術の概要

　建築物の高さ45ｍ以下のコンクリート壁体を下地とする既存仕上げ層に対して、既存仕上げ層を撤去せずにその上
からカチオン系樹脂モルタルとビニロンネットを被覆して新たに下地層を構築し、アンカーピンで既存仕上げ層と新規
下地層を躯体に固定して脱落を防止する外壁補修技術である。
　本工法は既存仕上げ層を撤去せずに軽量で補強効果の良好な新規下
地層が構築できて、工事中の騒音や振動が小さく、廃材の発生が非常に
少ない環境に優しい工法である。
【特長と効果】
①豊富な種類の石材調「ハマキャスト外装仕上げ材」で、外観を一新し、
　建物の資産価値を向上し、長寿命化を図る。
②長寿命化と省力化効果により、コスト削減とCO2排出量削減に寄与す
　る環境対応型工法。
③意匠性・高性能を保証するため、メーカーによる完全責任施工を採用。
④最長20年の保証付き商品。
⑤「第三者賠償責任保険付き商品」なので安心。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 日本建築センター

株式会社ハマキャスト お問合せ先

株式会社ハマキャスト　福田 匡洋
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島2丁目3番5号 大阪堂島ビル7階
TEL：06-6485-8882

 ハマテックス・ネットアンカー工法
建築物の外壁補修技術

技術の概要技術の概要

　従来の塗膜防水は、接着不良によるめくれやひび割れによる防水層の破断が多かった。特に、レイタンス層が残存し
おり、プライマーの機能が十分に発揮されていないことが多く、防水層とコンクリート下地の接着が十分ではなかった。
アスファルト防水後の押えコンクリート工法では、重量増の問題や改修時の撤去による手間の問題があった。
　そこで、高い接着力、ひび割れ追従性及び高耐久性能を持つ塗膜防水工法を目指し、ゴムアスファルト系塗膜防水材
及び吹付け高強度形ウレタンゴム系防水材による複層工法であるAXSP TEP153工法を開発した。
＜AXSP TEP153工法の特徴＞
①一般的な単層防水や複合防水より切れにくい。
　従来の防水工法と比較して、10倍以上のひび割れ追従性があり10年以
　上の高い耐久性能がある。
②薄層且つ軽量ながら、耐久性に優れ、衝撃に強い。
　耐久性に優れているため、押えコンクリートなどの保護層が不必要とな
　り屋上の軽量化が可能となる。
③改修工事は撤去する必要がなく、廃棄物の発生が少ない。
　次回改修時の廃棄物を削減することができ、騒音や粉じん発生を抑止
　し既存防水層を非撤去で改修できる。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 日本建築センター

株式会社エフワンエヌ お問合せ先

株式会社エフワンエヌ　向 利也
〒567-0843 
大阪府茨木市星見町22-11
TEL：072-630-2880

ゴムアスファルト-ウレタンゴム複合塗膜防水工法
AXSP TEP153工法

技術の概要技術の概要

　建築物の高さ45ｍ以下のコンクリート壁体を下地とする既設タイル面を撤去せずにその上から透明なアクリルシリコ
ン樹脂と透明ネットからなる、タイルの色調が透視できる新規クリヤー補修層を構築、アンカーピンで既設タイル面を
躯体に固定し、タイルの脱落を防止する外壁補修技術である。
　本工法は既設タイル面の色調を生かし、タイルのイメージを変えるこ
とがなく、またタイルをはつり取る工法に比べ廃材の発生が少なく、環境
に優しい工法でタイルの脱落防止ができる。
【特徴と効果】
①紫外線を99.8%カットする「スーパートップ」透明樹脂を保護し、建物
の長寿命化を図る。
②長寿命化と省力化効果により、コスト削減とCO2排出量削減に寄与す
　る環境対応型工法。
③意匠性・高性能を保証するため、メーカーによる完全責任施工を採用。
④最長20年の保証付き商品。
⑤特許取得済み工法。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 日本建築センター

株式会社ハマキャスト お問合せ先

株式会社ハマキャスト　福田 匡洋
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島2丁目3番5号 大阪堂島ビル7階
TEL：06-6485-8882

 ハマキャスト・クリヤーネットアンカー工法
建築物の外壁補修技術
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カタログはこちらφ2000JFEネジールの接合風景JFEネジールの施工現場風景

多段タイ材連結状況一般のINSEM堰堤との対比 構造概要図

壁面材

タイ材

参加企業

技術の概要技術の概要

　SBウォール工法は、INSEM工法やL.U.C.工法により構築した堤体内部材を上
下流の外部保護材（上流壁面材は軽量鋼矢板、下流壁面材はコンクリートブロッ
ク）で保護することにより、土石流対策堰堤、砂防堰堤等に要求される耐摩耗性、
耐衝撃性、耐久性及び景観性を向上させ、コスト縮減および現地発生土砂の有
効活用による建設環境の向上を図りながら設計・施工を合理化する工法である。
　当工法は、効率的な配合試験と実施工における品質管理を実施する事により、
信頼性の高い内部材の構築を図り、外部保護材と複合させることで高い施工性・
経済性のメリットを最大限に活かし、砂防施設に要求される性能・品質に対して柔軟に対応
できることが特長。内部材として使用する砂防ソイルセメント工法は、施工性が高く標準堰
堤に比べ工期の短縮・コストの削減が図られる他、CO2の削減や建設残土の撤廃など環境
にも優しい工法として注目されている。当研究会では、開発当初から内部材と上下流外部保
護材の複合構造という基本的なコンセプトの下、それぞれの部位の要求品質に適した材料を
用いた製品の開発、当工法の重要な構造部位である内部材の要求品質を満たすための研究
を継続している。内部材の配合試験など研究データは令和2年4月時点で5,000ケースを超
えており年々増加している。これらのデータを随時分析し、設計から施工に至る各段階で参照できる形で資料の提供な
ど、内部材の品質を確保するための補助についても行っている。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 砂防・地すべり技術センター

株式会社インバックス、共和コンクリート工業株式会社、
日鉄建材株式会社

お問合せ先

SBウォール工法研究会　橘木 貞則
〒337-0008 
埼玉県さいたま市見沼区春岡2-26-10
（株式会社インバックス内）
TEL：048-681-7530

INSEM-SBウォ－ル工法
INSEM材を内部材とし、鋼板およびコンクリ－トブロックを外部保護材とする複合構造形式の砂防えん堤工法

技術の概要技術の概要

　INSEM-ダブルウォール（DW）工法は、現地発生土砂を有効利用するた
め、壁面材と多段水平タイ材による外部拘束補強を援用することによっ
て、低強度レベル（0.5～1.5N/mm2）のINSEMを中詰に活用することが
できる複合構造形式の砂防堰堤です。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 砂防・地すべり技術センター

株式会社共生 お問合せ先

株式会社共生　牛窪 光昭
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-23-1 新宿マルネビル
TEL：03-3225-9912

 INSEM-ダブルウォール（ＤＷ）工法

技術の概要技術の概要

　J-TEX工法は、光硬化の技術を使用した形成工法に分類される本管用の管更生工法である。特殊に編み込んだ耐
酸性カラスクロスとガラス繊維に光硬化性樹脂を含浸したSORS Linerを、マンホールから既設管内に引き込み挿入
し、専用治具（パッカー）を上下流端部に取り付け、空気送風機（ブロワ）により空気を送り込んで拡径し、光照射装置
（UVチェーン）を更生材料内に挿入する。再び空気送風機によって空気を送り込み、更生材料が既設管内面に密着して
規定圧力に達したことを確認したのち、光照射装置によって樹脂を硬化させて所定の強度と耐久性を有した更生管を
形成する。
　本技術は、光硬化施工装置（UVケーブルコントロールユニット）
を小型化することで、施工車両1台に施工機材と発電機および材料
等を積めるようになっている。また、硬化時等の施工管理を更生材
内部の全延長で可能としている。さらに、材料の拡径に空気送風
機を用いることで、圧力上昇の安全性が確保できる。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     公益財団法人 日本下水道新技術機構

株式会社SORS お問合せ先

J-TEX工法協会　畑中 光司
〒960-8253 
福島県福島市泉字道下15番地
TEL：024-559-2658

J-TEX工法
下水道管きょの更生工法 ―形成工法―

INSEM-ダブルウォール（施工中）

技術の概要技術の概要

　JFEネジールは、地すべり抑止杭の現場接合用ねじ継手です。
　地すべり抑止杭は、高強度鋼管を使用することで、杭本数の低減や杭径・板厚を小さくすることができます。
　一方、高強度材の現場溶接は品質管理が難しいという課題があります。そこで、地すべり抑止杭の現場接合部に溶接
継手代替としてJFEネジールを用いることで、『容易な現場管理・安定した品質・工期短縮』を実現します。
〈JFEネジールの3つの特長〉
①幅広い適用範囲：最大杭径2000mm、最大板厚55mm（SM570）
②優れた性能：TS780N/mm2高強度鋼のねじにより、鋼管本体と同等以上の耐力を確保
③簡易な施工と安定した品質確保：天候に左右されずに接合可能。接合時間は外径・板厚によらず15分～30分程度/箇所

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 砂防・地すべり技術センター

JFEスチール株式会社 お問合せ先

JFEスチール株式会社　寺尾 名央
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-3
TEL：03-3597-4469

 地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手
JFEネジール

図-1 SBウォール工法概要図

中詰材補強方法

目標強度（N/mm2）

Chemical
（内部拘束）

INSEM堰堤

Physical（外部拘束）
+Chemical

INSEM-DW

3.0 0.5～1.5

多段水平タイ材 なし あり

堤体の一体性 弱 強

粘り強さ 小 大

堆積土砂利用 限定的 制限なし

クラッシャラン混入 ほぼ必要 不要

連続施工 限定的 OK

鋼管杭（上杭）

鋼管杭（下杭）

JFEネジール（PIN継手）

JFEネジール（BOX継手）
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審査証明実施機関     公益財団法人 日本下水道新技術機構

貼り合わせ施工箇所

手巻きタイプドラムタイプ ドラムレスタイプ

参加企業

技術の概要技術の概要

　超音波検査とは、探触子を対象物に当て、発信した超音波の反射波を探触
子で受信する。受信した反射波は、発信した時と同じ原理で電圧に変換して
受信機に取り込まれ、これらを映像化することで、対象物の内部の状態を把
握する手法である。本技術は、医療用検査や産業用非破壊検査などで幅広く
利用されているこの超音波検査法を更生管の検査に応用した非破壊検査法
である。
　本技術はこの超音波検査法を活用した更生管の硬化確認手法であり、計
測には探触子を搭載した超音波検査ロボットを使用する。更生管内面の円
周方向に一定の間隔で設置した探触子により更生管を連続的に計測する連
続式と、探触子から超音波を更生管に垂直に発信して更生管を伝搬して反射した超音波を受信する１点式がある。いず
れも受信した超音波波波形から未硬化指数を算出し、更生管の硬化状態を確認する。
　連続式の場合は２個の探触子を更生管に押し当てた状態でロボットを管内で走行させながら、片側の探触子から発
信した超音波を反対側の探触子で受信し、得られた波形から未硬化指数を算出する。１点式の場合は、計測位置まで超
音波検査ロボットを移動し、探触子を更生管に押し当てた状態で更生管に超音波を発信させる。その反射波を探触子で
受信し、その波形から未硬化指数を算出する。また、底面エコーの位置と更生管の呼び厚みから音速を算出する。これら
の未硬化指数と音速によって、管内の更生管の硬化状態を確認する技術である。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     公益財団法人 日本下水道新技術機構

芦森工業株式会社、足立建設工業株式会社、
株式会社湘南合成樹脂製作所、積水化学工業株式会社、
東亜グラウト工業株式会社

お問合せ先

芦森工業株式会社　パルテム営業部
〒101-0032
東京都千代田区岩本町二丁目6番9号
TEL：03-5823-3042

超音波による更生管非破壊検査法
下水道更生管の定量的硬化確認手法

技術の概要技術の概要

■EXパイプ巻き取り状況■EXパイプ巻き取り状況

　EX工法は、本管の更生および取付管の修繕を行う技術であり、以下の方法により施工を行う。
　下水道管材として長年実績のある硬質塩化ビニル樹脂製のパイプを、蒸気と熱風により加熱・軟化させ、蒸気を通し
た状態でマンホールより既設管内に連続的に引き込む。引き込み後、パイプ内の蒸気圧を上げ、更に加熱・軟化させたの
ち、徐々に加圧することでパイプを拡径させ既設管内面に密着させる。密着させた状態で保圧したまま、所定温度まで
冷却することで固化させ、既設管内面に密着した更生管を形成する。
　本管と取付管接合部は、FRP材等をもちいて止水処理し一体化することが可能である。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     公益財団法人 日本下水道新技術機構

株式会社大阪防水建設社、
株式会社クボタケミックス

お問合せ先

EX・ダンビー協会　宮川 恒夫
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-2-2  ラポール茅場町三恵ビル303号
TEL：03-6806-7133

 ＥＸ工法（自立管）
下水道管きょの更生工法 ―形成工法・熱形成タイプ― および取付管の修繕工法

技術の概要技術の概要

　EXP工法は、破砕装置（拡径破砕）を到達立坑から引込装置で引込・緊張しながら、破砕装置内のシリンダで拡径し
て既設管を破砕し、その後方に新設管を押込装置で押し込む工法である。
　拡径破砕機エクスパンディット本体内には油圧式ジャッキが組み込まれており、拡径と縮径を繰り返す動きをする。
地上からの油圧操作で本体が拡大して既設管を静的に破砕し、新設管挿入の空間を確保する。その後縮径して、発進
側に設置した新設管を推進することで前進移動する。この可動を繰り返すことで改築推進を行う。先端が細くなった
拡径破砕機による施工は、以下の5つの特徴を生み出している。
1.非開削・無排土
既設管を内側から拡径・破砕し、非開削で入替える工法のため、排出土と廃棄物が発生しない。
2.高品質
新管にコンクリート管、塩ビ管、セラミック管を使用するので、高い品質と耐久度を保証。
3.管径アップ
既設管と同位置に同径以上の新管に入替えが可能で、流下性能がアップする。
4.高能力
継手部の段差や屈曲にも適応でき、扁平化して歪んだ塩ビ管等も、新管に入替え可能。
5.環境保全
周辺地盤への影響は、解析により大きな地盤変状は起こさないことを確認している。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     公益財団法人 日本下水道新技術機構

大林道路株式会社、東亜グラウト工業株式会社、
株式会社イセキ開発工機

お問合せ先

株式会社イセキ開発工機　佐藤 敬太
〒107-0051
東京都港区元赤坂１-１-８
TEL：03-5786-9211

EXP工法
拡径破砕機による改築推進工法

技術の概要技術の概要

　「ALPS工法」の基本コンセプトは、首都直下型地震が発生した場合、現行施行工法の熱・光硬化車両が進入できず施
工が行えない。そのため、45分から60分以内に常温硬化（樹脂温度）させ、補強材の収縮による機能低下を防ぐため止
水機能を装着した積層補修管を開発。
　ALPS工法は、補強材（ALPSライナー：ガラス繊維を包んだ不織布が積層した物）に樹脂（ALPS樹脂：外部から熱等
を加えない硬化性樹脂）を含浸させた補修材を施工現場で硬化させることにより、クラック、破損、浸入水等が生じた老
朽化した管きょを非開削で補修する技術である。
　次に圧縮空気を送って補修箇所で圧着し、45分から60分程度で熱等を加えないで硬化させる。
「ALPS工法」の特長
　管長分にわたり異常箇に所補強材を貼り合わせ施工を箇所施工後７年後に性状確認審査で機能確認を終了。VP管に
対応してあるデータを建設技術審査証明報告書に記載。

審査証明依頼者 有限会社ミヤプラント、有限会社上下水管理工業、青木清掃株式会社 お問合せ先

管路情報協同組合　宮本 武明
〒340-0807
埼玉県八潮市新町81-2
TEL：048-969-4722

 ALPS工法
下水道管きょの修繕工法

貼り合わせ施工　基本図、補強管（参考：ＴＰ管２本分、2.2ｍ）

○箇所  収録箇所
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審査証明実施機関     一般財団法人 先端建設技術センター

施工位置ガイダンス

参加企業

技術の概要技術の概要

　ハレーサルトは、結合材の一部に高炉スラグ微粉末をもちい、細骨材の全量に高炉スラグ細骨材をもちいること
で、高強度と耐硫酸性の両立が可能となったコンクリートである。さらに、高炉スラグ微粉末を結合材の一部にもちい
セメントの使用量を減らすことで、CO２の排出量も抑制するこ
とができる。ハレーサルトをプレキャストコンクリート製品にも
ちいることにより、下水道施設で使用可能な耐硫酸性に優れる
コンクリート製品を製造することができる。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     公益財団法人 日本下水道新技術機構

ランデス株式会社 お問合せ先

ランデス株式会社　細谷 多慶
〒719-3192
岡山県真庭市開田630-1
TEL：0867-52-1141

ハレーサルト
高炉スラグをもちいた耐硫酸性コンクリート

技術の概要技術の概要

　ハイスペックマイクロパイル工法（以下、本工法）は、都市部の狭隘地、地下空間、山岳
傾斜地等の限られた施工空間、厳しい環境条件下での施工を対象として開発された小
口径合成鋼管杭工法です。一般的なボーリングマシンを用いて二重管削孔し、汎用的な
鋼管を建て込んだ後にグラウトを充填し、地盤中に鋼管を定着させ、杭を構築する技術
です。本工法は2015年に建設技術審査証明を取得しています。以下に追加変更した内
容を示します。
①鋼管径のφ267.4mmを追加したこと。
②岩盤支持層で押込み載荷試験を実施したこと。
③道路橋示方書・同解説に平成24年度版から平成29年度版に移行して各種評価を
　行ったこと。
④独自の支持力推定式や降伏水平変位の算出方法を提案したこと。
⑤杭頭部の支圧板形状を矩形だけでなく円形も採用できるようにしたこと。
　コンパクトで軽量な施工機械を活かしつつ、鋼管径や鋼管肉厚を拡大し、かつ岩盤で
も施工可能な本工法を開発しました。さらに、低コストな土留め杭として活用できるよう
に本工法を改良しました。本工法は、橋梁基礎の新設・耐震補強、発電設備基礎、土留め
杭、擁壁基礎杭など幅広く適用できる杭基礎工法です。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 先端建設技術センター

株式会社大林組 お問合せ先

株式会社大林組　粕谷 悠紀
〒204-8558
東京都清瀬市下清戸4-640
TEL：042-495-1015

 ハイスペックマイクロパイル工法

技術の概要技術の概要

　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、および頂版を部分的
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。
　側壁は、現場打ち構造の底版上に、鉄筋が
内蔵されユニット化した中空のプレキャスト
側壁部材を配置し、中詰めコンクリートを打
設して構築します。頂版は、頂版内側の鉄筋
が内蔵されたプレキャスト門形部材を側壁上
に設置した後、頂版外側の鉄筋を組み立て、
中詰めコンクリートを打設して構築します。
　断面諸元を変更しないため、現場打ちボッ
クスカルバートから本工法への変更には構造
計算が不要です。
　従来の現場打ちと比較して、型枠、支保工および鉄筋工を削減できるため、工期短縮が可能です。部分的にプレキャスト
化する本工法は、プレキャスト部材のみで構築が困難な大型ボックスカルバートにも適用することができます。

審査証明依頼者

審査証明実施機関     一般財団法人 先端建設技術センター

東急建設株式会社、旭コンクリート工業株式会社 お問合せ先

旭コンクリート工業株式会社　福田 俊
〒104-0045
東京都中央区築地1-8-2
TEL：03-3542-1207

PPCaボックスカルバート
部分的にプレキャスト部材を用いた大型ボックスカルバートの構築方法

遠隔閲覧機能

技術の概要技術の概要

　エポコラム工法は、独自の複合相対撹拌翼と低速回転・高トルク型の撹拌
機構により、低変位で硬質地盤・地中障害物混在地盤への貫入撹拌施工を可
能とし、最大改良径〈φ2,500〉の施工を実現して大容量施工により工期短縮・
コスト縮減に寄与します。さらに、近年の建設業界は少子高齢化による労働人
口の減少や熟練技術者不足等が顕著であり、これらの課題に対応するため施
工の効率化や生産性向上を目的として建設機械に効率的な情報通信技術の
導入が求められるようになってきました。
　本工法は、新管理装置『epo-Live』（エポ-ライブ）システムの開発を行い、情
報通信技術を活用したICT地盤改良工法として確立しています。
①撹拌翼図を用いたアニメーション表示により動画的に把握可能。
②流量不足や速度超過等が発生した場合、警告表示を行いヒューマンエラー
　を防止。
③施工後の帳票は、一覧表形式・チャートグラフ形式で選択可能。
④タブレット端末を用いて、施工機とは離れた場所で遠隔閲覧が可能。
⑤GNSSシステムにより打設予定位置へ施工機の移動ガイダンスが可能とな
　り、施工の効率化・省人化が可能。

審査証明依頼者 エポコラム機工株式会社 お問合せ先

エポコラム機工株式会社　木寺 智則
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目５-１
TEL：092-412-4888

 エポコラム工法
Loto工法、Taf工法、Pls工法

写真-2  5％硫酸水溶液浸せき（119日間）の供試体写真-1  二水石こうの連続性

＊普通コンクリートは、切断時の破壊防止のため、供試体表面を
　透明樹脂により保護した。
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2.プレキャスト側壁部材①の架設
軸方向鉄筋の接合

1.底版の構築（現場打ち） 3.側壁中詰めコンクリートの
打込み（現場打ち）

5.頂版上側鉄筋の組立4.プレキャスト門形部材
プレキャスト側壁部材②の架設

軸方向鉄筋の接合

6.頂版中詰めコンクリートの
打込み（現場打ち）

■施工順序図■施工順序図

ハレーサルト 普通コンクリート

ハレーサルト 普通コンクリート＊

軸方向鉄筋、ハンチ鉄筋 プレキャスト側壁部材①

プレキャスト門形部材プレキャスト門形部材

プレキャスト側壁部材②プレキャスト側壁部材②
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山河－Ｇ 鉄線籠型護岸用被覆鉄線
ダイプラ株式会社

（現タキロンシーアイシビル株式会社）

技 術 名 称 副　題 依 頼 者審査証明
実施機関

一
般
財
団
法
人 

土
木
研
究
セ
ン
タ
ー

一
般
財
団
法
人 

日
本
建
築
セ
ン
タ
ー

※掲載の技術については、各審査証明実施機関へお問い合わせください。

ＥＨＤアンカー
目視管理が可能な水密性と耐久性に優れた

グラウンドアンカー

神鋼鋼線工業株式会社

弘和産業株式会社

DRB ディスク形コンパクト支承
株式会社川金コアテック

住友理工株式会社

日本鋳造株式会社

パットウォール・Ｄウォール 軽量で高い強度を有する化粧付埋設型枠 住理工商事株式会社

ガチカムジョイント 鋼管杭・鋼管矢板の機械式継手 日本製鉄株式会社

アクアロード 道路地下に適用可能な樹脂製貯留浸透槽の構造部材 積水化成品工業株式会社

ＳＣ工法
H形断面材柱の弱軸方向のブレース補強における

ボルト接合工法
センクシア株式会社

ＴＰナット鉄筋 テーパーネジを用いた機械式定着鉄筋
前田建設工業株式会社

ユニタイト株式会社

アイ・マーク工法Ⅱ セメント系固化材を用いた深層混合処理工法 株式会社トラバース

レジラス
亜鉛めっきとコーティングとの複合被膜による

防錆防食技術
株式会社タナカ

ウォータークリーン工法
石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散

防止処理技術
株式会社マルホウ

環境配慮型改質アスファルト

防水工法
ASFIT防水工法 七王工業株式会社

コンスネット工法 建築物の外壁補修技術
株式会社コンステック

三菱ケミカルインフラテック株式会社

HSB 機能分離型ゴム支承装置 株式会社ビー・ビー・エム

ＦxＳＢ 固定ゴム支承装置 株式会社ビー・ビー・エム

ＲＳＩグラウンドアンカー 繰り返し注入型アンカー ライト工業株式会社

ハイメカネジ 鋼管杭・鋼管矢板の機械式継手 ＪＦＥスチール株式会社

山河－Ｇ 鉄線籠型護岸用被覆鉄線 タキロンシーアイシビル株式会社

ＳＥＣコンクリート 性能向上のために分割練混ぜをしたコンクリート 株式会社ＩＨＩ建材工業

アブソリュート・クラッシング

工法
A-CR工法 株式会社横山基礎工事

カプセルホウ・パイラ工法 鋼管矢板中掘圧入工法 株式会社横山基礎工事

Head-bar プレート定着型せん断補強鉄筋
大成建設株式会社

VSL JAPAN株式会社

J-WALLⅡ工法 合成構造用鋼矢板の本体利用技術

JFE スチール株式会社

株式会社大林組

ジェコス株式会社

マルチプルナットバー あと施工型高強度せん断補強鉄筋 株式会社大林組

エコサンクネットR型・SR型 袋型根固め工法用袋材 大嘉産業株式会社

エンドレスメッシュ 袋型根固め工法用袋材 商建産資株式会社

ＣＳＢ 遠心成形高強度パイプカルバート 中川ヒューム管工業株式会社

イースターマット 自然侵入促進型植生マット 日新産業株式会社

ＭＭホール 回転圧入式立坑兼用プレキャストマンホール 中川ヒューム管工業株式会社

サイトフィットネイリングバー

（ＳＮＢ） 
あと施工ナット定着型せん断補強鉄筋 西松建設株式会社

ラップストーン工法 アンカー式空石積工法 環境工学株式会社

ベストグラウトバー 後施工六角ナット定着型せん断補強鉄筋 株式会社奥村組

スパイラルアンカー
孔壁内面に目粗し処理を施したあと施工

せん断補強鉄筋

前田建設工業株式会社

株式会社エフビーエス

コスモグリッド 盛土補強材
東洋紡ＳＴＣ株式会社

大嘉産業株式会社

ティーロード
構造用プレキャストコンクリートブロック積上げ式

擁壁
山一窯業株式会社

ＰＣ雨水貯溜槽アグア
柱、柱台、梁、中間壁、柱壁、コーナー壁、頂版の

プレキャスト７部材と現場打ち底盤により構成する

雨水流出抑制装置

旭コンクリート工業株式会社

中川ヒューム管工業株式会社

Post-Head-bar 後施工プレート定着型せん断補強鉄筋
大成建設株式会社

成和リニューアルワークス株式会社

親杭パネル壁 山留め式擁壁
日特建設株式会社

日本コンクリート工業株式会社

ハイビーウォール
改良土（短繊維混合安定処理土）とジオグリッドを

組み合わせた補強土壁
大日本土木株式会社

技 術 名 称 副　題 依 頼 者審査証明
実施機関

一
般
財
団
法
人 

土
木
研
究
セ
ン
タ
ー

※掲載の技術については、各審査証明実施機関へお問い合わせください。

ＺＡＭ
溶融亜鉛-6％アルミニウム-3％

マグネシウム合金めっき鋼板
日本製鉄株式会社

SRAC工法 ねじ節鉄筋継手同列配置工法 東京鉄鋼株式会社

プレートフック鉄筋 ネジ式プレート定着型せん断補強鉄筋
鹿島建設株式会社

東京鉄鋼株式会社

頑丈土破砕材 石炭灰を利用した人工地盤材料
沖縄電力株式会社

日本国土開発株式会社

一
般
財
団
法
人 

国
土

技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

2020年8月から2021年7月までの1年間に建設技術審査証明 書の交付を受けた技術一覧

一
般
社
団
法
人 

日
本

建
設
機
械
施
工
協
会
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技 術 名 称 副　題 依 頼 者審査証明
実施機関

一
般
財
団
法
人 

砂
防
・
地
す
べ
り
技
術
セ
ン
タ
ー

※掲載の技術については、各審査証明実施機関へお問い合わせください。

公
益
財
団
法
人 
日
本
下
水
道
新
技
術
機
構

エコロガード工法

INSEM材を内部材とし、鋼板およびコンクリ－ト

ブロックを外部保護材とする複合構造形式の

砂防えん堤工法

東京都下水道サービス株式会社

株式会社メーシック

クロスディフューザー ファイバー式超微細気泡散気装置 関西化工株式会社

貼ル段治 [ハルダンジ] 更生管マンホール接続部耐震化工法 アクアインテック株式会社

ＳＤライナーⅡ工法＜Ｇ＋ＶＥ＞ 下水道管きょの更生工法 －形成工法－ 管水工業株式会社

ケコムＣＲ（カッティングロック）

工法
全周回転圧入式下水道立坑および人孔構築工法 株式会社コプロス

ＢＳＢブロック砂防えん堤工法 ＩＮＳＥＭ材使用 丸高コンクリート工業株式会社

INSEM-SBウォール工法

INSEM-ダブルウォール

（DW）工法 ‾ 株式会社共生

地すべり抑止鋼管杭用

ねじ継手
JFEネジール JFEスチール株式会社

ブイレイズ工法 下水道管きょの更生工法 －形成工法－ タキロンシーアイシビル株式会社

Ｊ-ＴＥＸ工法 下水道管きょの更生工法 －形成工法－ 株式会社ＳＯＲＳ

ユニットラス 基礎構造体に用いるメッシュ型枠パネル工法
東京鉄鋼株式会社

トーテツ産業株式会社

レイヤオール工法

（アスレイヤC工法）
環境配慮型改質アスファルト防水常温工法 田島ルーフィング株式会社

ボンドカーボピンネット工法 建築物の外壁補修技術 コニシ株式会社

排水管更生技術 P･C･G FRPサポーター工法
株式会社P･C･Gテクニカ

株式会社P･C･GTEXAS

排水管更生技術 リノベライナー工法 積水化学工業株式会社

排水管更生技術 TT-SLトルネード
株式会社東京トルネード

株式会社タイコー 

T-Sulfatecコンクリート 下水道施設にもちいる耐硫酸コンクリート

コンクリートの防食被覆工法

－塗布型ライニング工法－

大成建設株式会社

宇部興産株式会社

給水管更生技術 NPLⅢ工法 京浜管鉄工業株式会社

排水管更生技術 NPBⅡ工法 京浜管鉄工業株式会社

共用給水管更生技術 モバイル　リボンⅡ工法 いずみテクノス株式会社

雑排水管更生技術 モバイル　ハイブリッド工法 いずみテクノス株式会社

排水管更生技術 P･C･G VacL工法
株式会社P･C･Gテクニカ

株式会社P･C･GTEXAS

給水管更生技術 SRCT工法
株式会社植木組

株式会社関原工業所  

ネットバリヤー工法Ｐ1 外壁複合改修構工法 株式会社リノテック

ハマテックス・ネットアンカー

工法
建築物の外壁補修技術 株式会社ハマキャスト

デュラルコート
亜鉛めっきに特殊塗料を塗装した複合皮膜による

建築接合金物の防錆防食技術
株式会社カナイ

ゴムアスファルト-

ウレタンゴム複合塗膜防水工法
AXSP TEP153工法 株式会社エフワンエヌ

創勝工法（除去工法） 吹付け石綿粉じん飛散防止処理技術 株式会社創勝

Ｈｉ-ｊｅｔ Ｄａｉｍａｔｕ工法
石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散

防止処理技術
株式会社大松土建

サラセーヌ 堅鎧（タフガイ）

工法

補強布不要型　高強度環境配慮型ウレタン塗膜

防水複合工法
ＡＧＣポリマー建材株式会社

ストライプ＆クリーン工法

（冷熱併用省力化工法）
環境配慮型アスファルト防水工法 田島ルーフィング株式会社

ハマキャスト・クリヤーネット

アンカー工法
建築物の外壁補修技術 株式会社ハマキャスト

技 術 名 称 副　題 依 頼 者審査証明
実施機関

一
般
財
団
法
人 

日
本
建
築
セ
ン
タ
ー

※掲載の技術については、各審査証明実施機関へお問い合わせください。

一
般
財
団
法
人 

建
築
保
全
セ
ン
タ
ー

排水管更生技術 リビバール工法 ライノセラス総業株式会社

2020年8月から2021年7月までの1年間に建設技術審査証明 書の交付を受けた技術一覧

スパイラル補強圧縮型

永久アンカー
Super MCアンカー：荷重分散型

鹿島建設株式会社

ケミカルグラウト株式会社

ジャパンライフ株式会社

鈴木金属工業株式会社

弘和産業株式会社

株式会社インバックス

共和コンクリート工業株式会社

日鉄建材株式会社

超音波による更生管非破壊

検査法
下水道更生管の定量的硬化確認手法

芦森工業株式会社

足立建設工業株式会社

株式会社湘南合成樹脂製作所

積水化学工業株式会社

東亜グラウト工業株式会社

Ｇ-ＧＲＩＰ工法 マンホール鉄蓋円形交換工法

Ｇ-ＧＲＩＰ株式会社

株式会社森商事

有限会社修幸建設

インシチュフォーム工法

＜スタンダードライナー＞
下水道管きょの更生工法 －反転・形成工法－

日鉄パイプライン＆エンジニアリング

株式会社

Insituform Technologies,Inc.

インシチュフォーム工法

＜高強度ガラスライナー＞
下水道管きょの更生工法 －形成工法－

日鉄パイプライン＆エンジニアリング

株式会社

Insituform Technologies,Inc.



20 21

技 術 名 称 副　題 依 頼 者審査証明
実施機関

公
益
財
団
法
人 

日
本
下
水
道
新
技
術
機
構

※掲載の技術については、各審査証明実施機関へお問い合わせください。

オメガライナー工法
下水道管きょの更生工法 －形成工法・熱形成タイプ－

および取付管の修繕工法

積水化学工業株式会社

東京都下水道サービス株式会社

足立建設工業株式会社

技 術 名 称 副　題 依 頼 者審査証明
実施機関

公
益
財
団
法
人 

日
本
下
水
道
新
技
術
機
構

※掲載の技術については、各審査証明実施機関へお問い合わせください。

8.7-1L
13.6-2L
18.4-3L
24.0-4L

一
般
財
団
法
人 

先
端
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

下水道用高密度

ポリエチレン管
下水道用高性能ポリエチレン管および継手部 三井金属エンジニアリング株式会社

ＳＳホールシステム 下水道自立マンホール更生工法 株式会社アイビルド

ＳＧＩＣＰ-Ｍ工法 下水道マンホールの修繕工法および補強工法 株式会社湘南合成樹脂製作所

Ｋウイング 反応タンク用低速撹拌機 株式会社クボタ

スウィングミキサーNeo 旋回機構付プロペラ式水中撹拌装置 JFEエンジニアリング株式会社

エスロヒート下水熱

らせん更生型

熱回収機能付き下水道管きょの更生工法

－製管工法－

積水化学工業株式会社

東京都下水道サービス株式会社

足立建設工業株式会社

ゴムメンブレン式

超微細気泡散気装置 ‾

JFEエンジニアリング株式会社

三菱化工機株式会社

株式会社西原環境

超微細気泡型散気装置

（高密度配置対応型） ‾

メタウォーター株式会社

株式会社神鋼環境ソリューション

岩尾磁器工業株式会社

ハイブリッドノッチチェーン式

汚泥かき寄せ機 ‾

住友重機械エンバイロメント株式会社

アクアインテック株式会社

メタウォーター株式会社

ＡＬＰＳ工法 下水道管きょの修繕工法
有限会社ミヤプラント

有限会社上下水管理工業

青木清掃株式会社

ＳＤライナー工法＜Ｆ＋ＶＥ＞
下水道管きょの更生工法 －反転・形成工法－

および取付管の修繕工法
管水工業株式会社 下水汚泥炭化加炭材

流動床式炭化炉にて製造する下水汚泥炭化物の

電気炉製鋼用加炭材としての用途拡大
メタウォーター株式会社

ＥＸ工法（自立管）
下水道管きょの更生工法 －形成工法・熱形成タイプ－

および取付管の修繕工法

株式会社大阪防水建設社

株式会社クボタケミックス

ＥＸ工法（二層構造管）
下水道管きょの更生工法 －形成工法・熱形成タイプ－

および取付管の修繕工法

株式会社大阪防水建設社

株式会社クボタケミックス

スネークインバート 下水道用樹脂製インバート
栗本建材株式会社

株式会社サンリツ

ポリリング工法 シールドトンネルの薄肉二次覆工工法
株式会社奥村組

株式会社大阪防水建設社

強プラ管鞘管工法 下水道管きょの更生工法 －鞘管工法－
株式会社栗本鐵工所

積水化学工業株式会社

既設人孔耐震化工法 非開削による既設下水道マンホール耐震化工法

東京都下水道サービス株式会社

日本ヒューム株式会社

ゼニス羽田株式会社

空洞探査装置 下水道取付管空洞調査機

東京都下水道サービス株式会社

株式会社メーシック

アイレック技建株式会社

ＥＸＰ工法 拡径破砕機による改築推進工法

大林道路株式会社

東亜グラウト工業株式会社

株式会社イセキ開発工機

スペーサージョイントＳＲ 下水道マンホール用耐震性継手

株式会社サンリツ

サンエス護謨工業株式会社

株式会社信明産業

スプリング拘束型鉛プラグ入り

高減衰積層ゴム支承 ‾ 株式会社川金コアテック

高効率・高通過性水中ポンプ
螺旋状吸込み流路を有するノンクロッグ型羽根車

水中ポンプ
新明和工業株式会社

フラップス工法
コンクリート防食被覆工法 ―シートライニング工法

の後貼り工法
株式会社大阪防水建設社

ストリング工法 下水道管きょの更生工法 －製管工法－
タキロンシーアイ株式会社

タキロンシーアイシビル株式会社

ＳＫＳ工法 下水道マンホールの修繕工法
藤野興業株式会社

株式会社FMR

サンドクリーン 空気揚砂攪拌式沈砂洗浄装置 株式会社サンエイ

熱式気体流量計 曝気槽用気体流量計 東京計器株式会社

次世代軽開放鉄ふた 下水道用鋳鉄製マンホールふた 長島鋳物株式会社

EPR工法 下水道管きょおよび取付管の修繕工法 株式会社日本管路サービス

EPR-LS工法 取付管の修繕工法 株式会社日本管路サービス

ハイスペックマイクロパイル

工法 ‾ 株式会社大林組

ハレーサルト 高炉スラグをもちいた耐硫酸性コンクリート ランデス株式会社

消化汚泥可溶化装置 オゾンと過酸化水素を併用した可溶化装置 東芝インフラシステムズ株式会社

ＳＷライナー工法 下水道管きょの更生工法 －製管工法－

岡三リビック株式会社

日東産業株式会社

株式会社シーシーエス

株式会社イーテックサーブ

有限会社横島

2020年8月から2021年7月までの1年間に建設技術審査証明 書の交付を受けた技術一覧
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技 術 名 称 副　題 依 頼 者審査証明
実施機関

一
般
財
団
法
人 

ベ
タ
ー
リ
ビ
ン
グ

※掲載の技術については、各審査証明実施機関へお問い合わせください。

フーチングレス・

パネル工法擁壁
プレキャストパネルを用いる自立式擁壁

株式会社コクヨ―

大和ランテック株式会社

複合地盤補強工法設計・

施工運用システム ‾ ジャパンホームシールド株式会社

8.7-1L
13.6-2L
18.4-3L
24.0-4L

一
般
財
団
法
人 

先
端
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

M E M O

拡底部を有する場所打ち

連続地中壁杭工法 ‾ 大成建設株式会社

基礎下減震システム ビイック株式会社

PPCaボックスカルバート
部分的にプレキャスト部材を用いた大型ボックス

カルバートの構築方法

東急建設株式会社

旭コンクリート工業株式会社

T-EAGLE杭工法
中間拡径部と拡底部の両方またはいずれかを

有する場所打ちコンクリート杭工法

大成建設株式会社

システム計測株式会社

バーヘッド鉄筋定着工法 バーヘッド鉄筋を用いた杭頭定着筋 サンロード・スチール株式会社

エンブルパイル工法
プレストレストコンクリート柱を用いた地盤改良

工法
ヨシコン株式会社

地震時に建築物の応答加速度

を低減するための滑り材を

敷設する工法

‾ ジャパンホームシールド株式会社

スクリュードライバー・

サウンディング試験装置

「ＳＤＳ試験装置」

RI-Bridge工法 ‾

前田建設工業株式会社

JFEエンジニアリング株式会社

JFEスチール株式会社

エポコラム工法 Loto工法、Taf工法、Pls工法 エポコラム機工株式会社

2020年8月から2021年7月までの1年間に建設技術審査証明書の交付を受けた技術一覧


