
◆NETIS登録番号は応募時点(R2.7.1)のものです。

1 ICT-JET KT-180123-A 技術概要 1-2 発表資料 1-4

2
ワイヤーメッシュCSスペー
サー

CG-190012-A 技術概要 1-10 発表資料 1-12

3
エポコラムTaf工法(地中障害物
混在地盤対応地盤改良工法)

QS-180012-A 技術概要 1-23 発表資料 1-25

4 天の川 LED光源ユニット QS-160011-A 技術概要 1-36 発表資料 1-38

5 酸化被膜工法 KT-160125-A 技術概要 2-2 発表資料 2-4

6 小形水門用ソーラー開閉機 HK-200006-A 技術概要 2-18 発表資料 2-20

7 Fe石灰改良基礎工法 QS-170038-A 技術概要 2-26 発表資料 2-28

8
パワーグラウト(自己治癒補修
材)

QS-190036-A 技術概要 2-35 発表資料 2-37

9
横矢板工法受け金具「とまった
君2号、3号、R」

KK-190014-A 技術概要 3-2 発表資料 3-4

10 CMT工法 KK-150024-A 技術概要 3-16 発表資料 3-18

11
重金属不溶化材「デナイトシ
リーズ」

KT-140040-VR 技術概要 3-32 発表資料 3-34

12
コンクリート埋設材路面境界部
の調査測定法(NS技術)

CB-160023-A 技術概要 3-45 発表資料 3-47

13
遠隔現場支援システム「V-
CUBE　コラボレーション」

THK-180002-A 技術概要 4-2 発表資料 4-4

14 Newスリーブ注入工法 KT-190012-A 技術概要 4-27 発表資料 4-29

15 パントレ工法 KK-160028-VR 技術概要 4-38 発表資料 4-40

16
社会インフラモニタリングシス
テム MMSD

HR-180004-VR 技術概要 4-50 発表資料 4-52

17 パネクサス(簡単接合標識基板) QS-190023-A 技術概要 5-2 発表資料 5-4

18 GMネット KK-170038-A 技術概要 5-11 発表資料 5-13

19 テラグリッド補強土工法 HK-160018-A 技術概要 5-25 発表資料 5-27

【その１】に
掲載しています

【その2】に
掲載しています

【その3】に
掲載しています

【その4】に
掲載しています

【その５】に
掲載しています

掲載データ

令和２年度　新技術新工法説明会　プレゼンテーション資料
【宮崎会場】令和２年１２月９日

No 技術名 NETIS登録番号 資料

4-1



技 術 概 要 

技術名称 
遠隔現場支援システム 

「V-CUBE コラボレーション」 
担当部署 

技術本部 

第 4エンジニアリンググループ 

NETIS 登録番号 THK-180002-A 担当者 内藤 高史 

社名 株式会社ブイキューブ 電話番号 03-4405-2688 

技術の概要 

１．概要 

本システムは、現場と現場事務所とが遠隔に位置する港湾工事の施工管理において、ICT を活用し、現場

と現場事務所双方でリアルタイムに情報共有が可能な遠隔現場支援システムである。 

現場と現場事務所とが遠隔に位置する港湾工事において適用できる。 

 

 

 

２．新規性 

⚫ 従来技術では、携帯電話による通話やタブレットに画像などを表示させながら、現場と現場事務所間

で現場状況の情報共有を図っていた。しかし、現場と現場事務所間で、リアルタイムに同じ画像や電

子データなどを共有できないことや音声での伝達や作業指示となるため、意思疎通や指示・判断に時

間がかかることに加え、伝達ミスや齟齬が生じ、現場作業の中断や手戻り作業が発生することがあっ

た。新技術では、「通話」、「映像、画像および図面等の電子データをリアルタイムに同一画面表示」、

「画面または映像への図や文字の書き込み」、「複数個所との同時接続」を 1つのアプリケーションで

可能にし、現場への行き来をしなくても、ICT を活用して現場と現場管理者それぞれの場所から円滑

にコミュニケーションがとれ、さらにリアルタイムかつ的確に情報共有および遠隔支援ができるよう

にした。 

⚫ 港湾工事では、気象・海象の影響により、作業日数や時間が限られるため、現場管理者は、施工中の

品質や出来形の確認を適切なタイミングにて行なう必要がある。新技術では、現場からの映像により

遠隔に位置する現場と現場事務所双方が、適切なタイミングでリアルタイムに品質・出来形を確認で

きるようにした。 

⚫ 新技術では、システム上で使用した映像、画像および写真のデータ(書き込んだ画面も含む)を保存で

きるようにした。 
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３．効果 

⚫ 現場担当者と現場管理者それぞれがいる場所から円滑にコミュニケーションがとれ、さらにリアルタ

イムかつ的確に情報共有および遠隔支援ができることにより、現場作業の中断や手戻り作業が軽減さ

れるため、施工効率の向上が図れる。 

⚫ 現場担当者と現場管理者双方がリアルタイムな映像により、施工中の品質および出来形の確認が的確

かつ容易となるため、品質・出来形の向上が図れる。 

⚫ リアルタイムな映像の確認、画像への書込みおよび画像データの保存が可能になったことにより、現

場管理者は現場事務所にいながら、映像や画像から巡視結果に対する是正をリアルタイムに目視とサ

インにて確認し、その確認した画像を是正の確認資料として残せるため、安全性の向上が図れる。 
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技術名称 Newスリーブ注入工法 担当部署 九州支店

NETIS登録番号 KT-190012-A 担当者 山下　一臣

社名等 日特建設株式会社 電話番号 092-271-6461

1.技術の概要

2.特徴その① 【品質の高い改良】

3.特徴その② 【注入作業の高速化】

4.特徴その③ 【コスト縮減と工期短縮】

5.写真・図・表 【新旧注入管比較】

【施工順序】

技 術 概 要　

➢Newスリーブ注入工法は、標準工種の薬液注入工-二重管ダブルパッカー工法に対比されま
す。本技術は、外形が六角柱状で新型の専用注入パイプ［ポリゴンパイプ］を使用することに
より、従来技術に比べて注入材料の吐出区間を長くした薬液注入工法です。。本技術の活用に
より、注入作業の高速化と注入孔数の低減を図ることが可能となり、併せて経済性の向上と工
期短縮が図れます。

➢注入管として外形を六角形状にした「ポリゴンパイプ」を使用することにより、縦方向の長
い注入区間の形成が可能となりました。これにより複雑な互層地盤をまんべんなく捉え、高品
質な改良地盤を形成します。

➢従来技術の注入材吐出は深さ方向33.3㎝ピッチで開口した水平スリットからの横方向吐出方
式であるのに対して、本技術は区間長さ75㎝に5㎝ピッチで６方向に開口した吐出口から注入
材を吐出します。このことにより、１回の二次注入で注入可能な区間長さを従来よりも長くし
たことで（従来比10倍）、従来技術[二重管ダブルパッカー工法]の標準注入速度[８(L/min)]
より高速[１０〜１８ℓ/min]での注入が可能となりました。また、土質に応じて広い注入間隔
で施工可能で注入孔数の削減を実現します。

➢注入孔数の削減と高速注入を実現したことで、コスト縮減と工期短縮が図れます。
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【注入管の詳細形状と注入孔間隔】

➢『ポリゴンパイプ』は、数多くの施工実績を誇る『スリーブパイプ』を改良した新しい地盤
注入専用パイプであり、高い改良効果と高い経済性を有しています。また、従来同様シールグ
ラウト方式を採用しており、注入パイプの形状を六角柱状とすることでシール材に縦方向の放
射状クラックを発生させることができます。これにより、注入材の吐出が従来の横方向面的吐
出方式から縦方向放射状吐出形状となり、縦方向にきめ細かい注入を実現します。また、１回
の注入で長い注入区間を可能としていますので注入回数を削減できます。さらに、注入速度を
上げることが可能なので注入時間の短縮につながります。

➢『砂質土』を対象とした注入では、細粒分の含有量に応じて最大２ｍ[Fc＜10％の場合]まで
注入孔間隔を広げることが可能です。これは、従来の配置間隔(@1.0m)の２倍で注入孔数を１
／４に削減することができます。このことにより、さらなる工程短縮と工事費削減が可能とな
ります。
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技 術 概 要 

技術名称 パントレ工法 担当部署 技術開発部 

NETIS登録番号 ＫＫ－１６００２８－ＶＲ 担当者 古角 孝洋 

社名 好川産業株式会社 電話番号 ０６-６５３８－３９５１ 

技術の概要 １．技術開発の背景及び契機 

 近年、高度経済成長期に建設された鋼構造物（旧塗膜に鉛・クロム・PCB 等の有害物

を含有する鋼橋梁等）の塗替え工事の需要が高まっている。鉛・クロム、ＰＣＢ等は人体

に対する毒性が非常に強く、発がん性がある他、皮膚障害や内臓疾患などを引き起こす

事例もある。平成２６年５月末に厚生労働省労働基準局安全衛生部より、「鉛等有害物

を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害の防止について」

通達された。本通達では、「剥離作業は必ず湿潤化して行う」又は「湿潤化した場合と同

等程度の粉塵濃度まで低減させる」事を求めている。 

湿潤化工法が注目されており、環境対応型水系剥離剤「パントレ」を開発した。 

 

２．技術の適用範囲 

①：剥離可能な塗膜 

長油性フタル酸樹脂塗料、塩化ゴム系塗料、ポリウレタン樹脂塗料、 

エポキシ樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料、鉛系さび止め塗料、有機ジンクリッチ塗料等 

②：剥離不可能な塗膜 

無機ジンクリッチプライマー、無機ジンクリッチ塗料、ガラスフレーク塗料等 

※錆、黒皮は除去できません。 

③：標準施工条件 

標準塗布量＝０．５～１．０㎏／㎡、剥離可能時間（目安）＝１６～２４時間 

塗装膜厚：約５００μm／回   

※旧塗膜の種類や気候条件等より、１回で剥離出来ない場合もあります。 

④：自然条件 

気温＝５℃～３５℃、湿度＝８５％以下 （結露時は施工不可） 

※５℃以下の場合、剥離性能が極端に下がります。 

 

３．活用実績  施工実績７０万 m2超                      （令和２年８月） 

⚫ 国の機関                ２１件 

⚫ 自治体              １９８件 

⚫ 民間                    ３２件 
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４．工程写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パントレ塗布作業 

２４時間後 

剥離作業 
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技 術 概 要 
 

技術名称 社会インフラモニタリングシステム MMSD 担当部署 神戸製作所 社会システム基盤技術部 

NETIS登録番号 HR-180004-VR 担当者 渡邊 光雄 

社名等 三菱電機株式会社 電話番号 078-682-6797 

技術の概要 １．技術の概要 

社会インフラモニタリングシステム（MMSD®Ⅱ）は、8Kラインカメラ、高密度レーザーを搭載

し、交通規制を行わずに走行しながらトンネル壁面や路面を計測する技術です。 

計測した結果は、高精細画像データ・3次元点群データとして出力します。これらのデータを 

三菱電機が独自に開発したソフトウェアにより解析し、ひび割れ、移動、遊離石灰、有効巻厚

の減少、漏水等の変状を抽出します。 

 

 
 

 

 

3次元点群デ－タ 

高精細画像デ－タ 

使
っ
た
画
像
の
貼
り
合
わ
せ
処
理 

３
次
元
点
群
デ
ー
タ
と
高
精
細
画
像
デ
ー
タ
を 

貼り合わせ画像を基に、MMSD解

析技術者によりひび割れ候補を補

正してひび割れを確定する 

貼り合わせ画像を画像解析し、ひび割

れ候補を自動抽出。貼り合わせ画像に

ひび割れ候補を重ね合わせて変状展

開図を自動作成 
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2．期待される効果（新技術活用のメリット） 

・従来の高所作業車を使った近接目視・打音検査と併用することで、近接目視・打音検査後の写真撮影や野帳

への記録を省略することができ、通行止めや交通規制の時間が短縮されるため、安全性が向上します。 

・トンネル内変状の写真撮影・野帳記録の漏れや誤りなどのヒューマンエラーをなくし、点検の品質が向上します。 

・撮影した画像と重ね合わせて変状展開図を自動作成することにより、変状展開図作成の効率化による工程短縮

を図ることができます。 

 

3．成果品イメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．点検支援技術性能カタログへの掲載 

NETISへの登録のほか、「新技術利用のガイドライン（平成 31 年 2月 国土交通省）」の中で示されている 

「点検支援技術性能カタログ（案） 令和 2年 6月」 に、画像計測技術（トンネル）として掲載されています。 

 

 

3次元点群 

変状展開図 

貼り合わせ画像 

変状写真台帳 

国土交通省HP 点検支援技術性能カタログ

（https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/） 
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