
第第第第 5 回回回回コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート構造物構造物構造物構造物のののの非破壊検査非破壊検査非破壊検査非破壊検査シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム（（（（案案案案）））） 
「「「「非破壊検査非破壊検査非破壊検査非破壊検査がががが担担担担うコンクリートうコンクリートうコンクリートうコンクリート構造物構造物構造物構造物のののの 

調査調査調査調査・・・・点検技術点検技術点検技術点検技術のののの高度化高度化高度化高度化・・・・効率化効率化効率化効率化」」」」 

2015 年年年年 8 月月月月 6 日日日日(木木木木)～～～～7 日日日日(金金金金) 
芝浦工業大学芝浦工業大学芝浦工業大学芝浦工業大学 豊洲豊洲豊洲豊洲キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス 

８８８８月月月月６６６６日日日日（（（（木木木木））））    

 

教室棟教室棟教室棟教室棟    405405405405 教室教室教室教室    

 

9：：：：00～～～～9:10 開会開会開会開会のののの挨拶挨拶挨拶挨拶        シンポジウム組織委員長 森濱 和正 

 

9：：：：15～～～～10：：：：30 ボスボスボスボス供試体供試体供試体供試体・・・・衝撃弾性波衝撃弾性波衝撃弾性波衝撃弾性波    

座長 内田慎哉（立命館大学） 

    

ボスボスボスボス供試体供試体供試体供試体によるによるによるによる構造体構造体構造体構造体コンクリートのコンクリートのコンクリートのコンクリートの若材齢強度若材齢強度若材齢強度若材齢強度のののの推定推定推定推定 
         ものつくり大学 ○武田弘志，石川浩隆，澤本武博 

千代田建工(株) 篠崎 徹 
戸田建設(株) 袴谷秀幸 

Cube 型型型型ボスボスボスボス供試体供試体供試体供試体によるによるによるによる構造体構造体構造体構造体コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート強度強度強度強度のののの推定推定推定推定 
ものつくり大学 ○津久井智也，門井康太，澤本武博 

千代田建工(株) 篠崎 徹 
国立研究開発法人 土木研究所 森濱和正 

多重反射現象多重反射現象多重反射現象多重反射現象にににに関関関関するインパルスするインパルスするインパルスするインパルス応答応答応答応答のののの適用性適用性適用性適用性にににに関関関関するするするする理論的検討理論的検討理論的検討理論的検討 
(株)東洋計測ﾘｻｰﾁ ○山下健太郎 

アプライドリサーチ(株) 境 友昭 
周波数応答解析周波数応答解析周波数応答解析周波数応答解析によるコンクリートによるコンクリートによるコンクリートによるコンクリート構造物構造物構造物構造物のののの内部欠陥探査内部欠陥探査内部欠陥探査内部欠陥探査にににに関関関関するするするする理論的理論的理論的理論的

検討検討検討検討 
アプライドリサーチ(株) ○境 友昭 

(株)東洋計測ﾘｻｰﾁ 山下健太郎 

衝撃弾性波法衝撃弾性波法衝撃弾性波法衝撃弾性波法によるによるによるによる多重反射多重反射多重反射多重反射をををを利用利用利用利用したしたしたした試験方法試験方法試験方法試験方法へのへのへのへの位相差位相差位相差位相差をををを利用利用利用利用したしたしたした解解解解

析方法析方法析方法析方法のののの提案提案提案提案 
リック(株) ○岩野聡史、坂本良憲、實藤大夫 

日本大学 渡部 正 

 
10：：：：45～～～～12：：：：00    打音打音打音打音・・・・床版床版床版床版 
座長 吉沢 勝（(一財)首都高速道路技術センター） 

 

輪荷重走行試験下輪荷重走行試験下輪荷重走行試験下輪荷重走行試験下におけるバックルプレートにおけるバックルプレートにおけるバックルプレートにおけるバックルプレート床版床版床版床版のののの弾性波法弾性波法弾性波法弾性波法によるによるによるによる損傷過損傷過損傷過損傷過

程程程程のののの考察考察考察考察 

首都大学 ○大野健太郎，宇治公隆，上野 敦    

東京都土木技術支援・人材育成センター 関口幹夫    

パターンパターンパターンパターン認識手法認識手法認識手法認識手法をををを用用用用いたいたいたいた打音法打音法打音法打音法によるコンクリートによるコンクリートによるコンクリートによるコンクリート構造物構造物構造物構造物のののの欠陥度評価欠陥度評価欠陥度評価欠陥度評価    

九州大学 ○園田佳巨，井上健太，袁野俊秋 

Hamidun Bin Mohd Noh 
打音信号打音信号打音信号打音信号のののの解析方法解析方法解析方法解析方法にににに関関関関するするするする考察考察考察考察    

(株)東洋計測ﾘｻｰﾁ ○山下健太郎 

アプライドリサーチ(株) 境 友昭 

打音法打音法打音法打音法によるによるによるによる評価評価評価評価パラメータのうちパラメータのうちパラメータのうちパラメータのうち振幅値比振幅値比振幅値比振幅値比のばらつきにのばらつきにのばらつきにのばらつきに関関関関するするするする検討検討検討検討    

佐藤工業(株) ○北川真也，歌川紀之 

金沢工業大学 木村定雄 

打音法打音法打音法打音法をををを用用用用いたいたいたいた道路橋道路橋道路橋道路橋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート床版調査床版調査床版調査床版調査 
佐藤工業(株) ○北川真也 

中日本高速道路(株) 森山 守 

金沢工業大学 木村定雄 

 
教室棟教室棟教室棟教室棟    406 教室教室教室教室 

 
9：：：：15～～～～10：：：：30     AE・・・・凍害凍害凍害凍害 
座長 大野健太郎（首都大学東京） 
 

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートパイプラインのパイプラインのパイプラインのパイプラインの充水充水充水充水・・・・排水過程排水過程排水過程排水過程のののの AEAEAEAE モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング    

新潟大学 ○本田泰大，山岸俊太朗，鈴木哲也 

日本工営(株) 青木伸之 

AEAEAEAE 法法法法をををを用用用用いたいたいたいた鋼矢板鋼矢板鋼矢板鋼矢板----コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート複合材複合材複合材複合材のののの付着特性評価付着特性評価付着特性評価付着特性評価    

新潟大学 ○小林秀一，鈴木哲也，森井俊廣 

スペクトルスペクトルスペクトルスペクトル分析分析分析分析によるコンクリートによるコンクリートによるコンクリートによるコンクリート水路橋水路橋水路橋水路橋でででで発達発達発達発達するひびするひびするひびするひび割割割割れのれのれのれの特性評価特性評価特性評価特性評価    

新潟大学 ○島本由麻，鈴木哲也 

稲葉一成，森井俊廣 

表面被覆工表面被覆工表面被覆工表面被覆工をををを施施施施したコンクリートしたコンクリートしたコンクリートしたコンクリート水路橋水路橋水路橋水路橋のののの再劣化特性再劣化特性再劣化特性再劣化特性のののの非破壊検出非破壊検出非破壊検出非破壊検出    

新潟大学 ○山岸俊太朗，鈴木哲也 

稲葉一成，森井俊廣 

 

芯棒打込芯棒打込芯棒打込芯棒打込みみみみ式金属拡張式金属拡張式金属拡張式金属拡張アンカーをアンカーをアンカーをアンカーを用用用用いたアンカーいたアンカーいたアンカーいたアンカー引抜引抜引抜引抜きききき試験試験試験試験によによによによるコンクるコンクるコンクるコンク

リートリートリートリート構造物構造物構造物構造物のののの凍害劣化診断凍害劣化診断凍害劣化診断凍害劣化診断    

鳥取大学 ○緒方英彦 

サンコーテクノ(株) 清水邦宏 

国立研究開発法人 土木研究所 石神暁郎，田場一矢 

 

11110000：：：：45454545～～～～11112222：：：：00000000    凍害凍害凍害凍害・・・・超音波超音波超音波超音波    

座長 馬場 聡（三井造船(株)） 
    

凍害凍害凍害凍害をををを受受受受けるコンクリートのけるコンクリートのけるコンクリートのけるコンクリートの劣化度劣化度劣化度劣化度をををを判断判断判断判断するするするする超音波法超音波法超音波法超音波法のののの適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲についについについについ

てててて    

国立研究開発法人 土木研究所 ○水田真紀，野々村佳哲 

嶋田久俊，島多昭典 

XXXX 線線線線 CTCTCTCT 画像画像画像画像のののの空間統計処理空間統計処理空間統計処理空間統計処理にににに基基基基づくひびづくひびづくひびづくひび割割割割れれれれ損傷損傷損傷損傷のののの定量評価定量評価定量評価定量評価    

新潟大学 ○鈴木哲也 

エポキシエポキシエポキシエポキシ樹脂樹脂樹脂樹脂によりによりによりにより修復修復修復修復をををを行行行行ったコンクリートひびったコンクリートひびったコンクリートひびったコンクリートひび割割割割れにおけるれにおけるれにおけるれにおける超音波試超音波試超音波試超音波試

験機験機験機験機をををを用用用用いたいたいたいた修復性修復性修復性修復性のののの評価評価評価評価    

日本大学 ○尾形雅人，Sanjay PAREEK 

SVSVSVSV 波波波波によるによるによるによる鉄筋機械式継手鉄筋機械式継手鉄筋機械式継手鉄筋機械式継手のののの挿入長挿入長挿入長挿入長さのさのさのさの測定測定測定測定    

(株)ジャスト ○池ヶ谷靖 

無所属 倉持 貢 

国立研究開発法人 土木研究所 森濱和正 

ポーラスコンクリートポーラスコンクリートポーラスコンクリートポーラスコンクリート供試体供試体供試体供試体のののの超音波伝播速度超音波伝播速度超音波伝播速度超音波伝播速度    

三重大学 ○石黒 覚，伊藤果穂，工藤舞子 

 

教室棟教室棟教室棟教室棟    407407407407 教室教室教室教室    

 

9：：：：15～～～～10：：：：30    施工施工施工施工 

座長 白根勇二（前田建設工業(株)） 
 

GISGISGISGIS をををを用用用用いたいたいたいた異異異異なるなるなるなる気候条件下気候条件下気候条件下気候条件下におけるコンクリートにおけるコンクリートにおけるコンクリートにおけるコンクリート施工支援施工支援施工支援施工支援システムのシステムのシステムのシステムの

開発開発開発開発    

芝浦工業大学 ○石田博貴，安納住子，伊代田岳史 

電気抵抗値電気抵抗値電気抵抗値電気抵抗値にににによるコンクリートよるコンクリートよるコンクリートよるコンクリート硬化判定技術硬化判定技術硬化判定技術硬化判定技術のののの検討検討検討検討    

芝浦工業大学 ○太田真帆，伊代田岳史 

直流四電極法直流四電極法直流四電極法直流四電極法によるによるによるによる養生終了時期判定手法養生終了時期判定手法養生終了時期判定手法養生終了時期判定手法のののの現場適用現場適用現場適用現場適用およびおよびおよびおよび計測方法計測方法計測方法計測方法のののの検検検検

討討討討    

佐藤工業(株) ○三坂岳広 

芝浦工業大学 原沢蓉子，伊代田岳史 

散乱散乱散乱散乱型型型型中中中中性性性性子子子子線測定線測定線測定線測定装置装置装置装置によるによるによるによる鋼鋼鋼鋼製製製製型型型型枠枠枠枠内内内内側側側側のののの充充充充填状態填状態填状態填状態のののの確確確確認手法認手法認手法認手法にににに関関関関すすすす

るるるる研究研究研究研究    

愛知工業大学 ○瀬古繁喜，山田和夫 

(株)竹中工務店 徳永将司，小島正郎 

ICICICIC タグをタグをタグをタグを埋設埋設埋設埋設したスペーしたスペーしたスペーしたスペーササササをををを用用用用いたいたいたいたかぶかぶかぶかぶりりりり厚厚厚厚検査検査検査検査システムのシステムのシステムのシステムの開発開発開発開発    

太平洋セメント(株) ○江里口玲，早野博幸，井坂幸俊 

 

10：：：：45～～～～12：：：：00    内部欠陥探査内部欠陥探査内部欠陥探査内部欠陥探査 
座長 中山聡子（(株)保全工学研究所） 

    

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート充充充充填填填填鋼鋼鋼鋼管管管管部材部材部材部材のののの内部損傷評価内部損傷評価内部損傷評価内部損傷評価へのへのへのへの非破壊検査非破壊検査非破壊検査非破壊検査のののの適用適用適用適用にににに関関関関するするするする

基基基基礎礎礎礎的的的的研究研究研究研究    

(公財)鉄道総合技術研究所 ○網谷岳夫，池田 学 

川田テクノロジーズ(株) 磯 光夫 

川田工業(株) 水野 浩 

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート充充充充填填填填鋼鋼鋼鋼管管管管部材部材部材部材のののの内部損傷評価内部損傷評価内部損傷評価内部損傷評価へのへのへのへの打音法打音法打音法打音法のののの適用適用適用適用にににに関関関関するするするする基基基基礎礎礎礎

的検討的検討的検討的検討    

佐藤工業(株) ○歌川紀之，北川真也 

川田テクノロジーズ(株) 磯 光夫 

(公財)鉄道総合技術研究所 網谷岳夫 

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート充充充充填填填填鋼鋼鋼鋼管管管管部材部材部材部材のののの内部損傷評価内部損傷評価内部損傷評価内部損傷評価へのへのへのへの電電電電磁磁磁磁パルスパルスパルスパルス法法法法のののの適用適用適用適用にににに関関関関すすすす

るるるる基基基基礎礎礎礎的検討的検討的検討的検討    

ディ･アイ･エンジニアリング(株) ○川井重弥 

川田建設(株) 黒川 浩 

川田テクノロジーズ(株) 磯 光夫 

(公財)鉄道総合技術研究所 網谷岳夫 

低低低低周波数周波数周波数周波数域域域域のののの表表表表示示示示によるコンクリートによるコンクリートによるコンクリートによるコンクリート構造物構造物構造物構造物のののの欠陥測定欠陥測定欠陥測定欠陥測定    

東北学院大学 ○李 相勲、遠藤孝夫 

大阪大学 鎌田敏郎 

立命館大学 内田慎哉 

電電電電磁磁磁磁波波波波レーレーレーレーダダダダ法法法法によるコンクリートのによるコンクリートのによるコンクリートのによるコンクリートの未未未未充充充充填填填填部部部部のののの可視可視可視可視化技術化技術化技術化技術のののの検討検討検討検討    

(株)計測技術サービス ○前田悠吾 

東亜建設工業(株) 山田雅裕 

東洋建設(株) 安田正雪 

大木建設(株) 柳田淳一 

(株)鴻池組 住  学 



交流棟交流棟交流棟交流棟    大大大大講義室講義室講義室講義室 

 

11113333：：：：00000000～～～～11115555：：：：00000000    特別特別特別特別講演講演講演講演    

座長 伊代田岳史（芝浦工業大学） 
「「「「社会資本社会資本社会資本社会資本のののの維持管維持管維持管維持管理理理理・・・・更新更新更新更新ののののあああありりりり方方方方についてについてについてについて」」」」    

国土交通省総合政策局 佐藤寿延 

 

「「「「集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅ストックのストックのストックのストックの維持管維持管維持管維持管理理理理へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望」」」」    

(独)都市再生機構 小田 聡 

 
15：：：：30～～～～17：：：：00    パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション 
《《《《テーマテーマテーマテーマ》》》》 
    「「「「これからのこれからのこれからのこれからの維持管理維持管理維持管理維持管理とととと非破壊検査非破壊検査非破壊検査非破壊検査のののの役割役割役割役割    

〜〜〜〜非破壊検査非破壊検査非破壊検査非破壊検査のののの利活用利活用利活用利活用をををを進進進進めるためにめるためにめるためにめるために〜〜〜〜」」」」    

《《《《内容内容内容内容》》》》    

非破壊検査非破壊検査非破壊検査非破壊検査のののの多多多多くはくはくはくは詳細点検詳細点検詳細点検詳細点検がががが必要必要必要必要とととと判定判定判定判定されたされたされたされた構造物構造物構造物構造物にににに対対対対してしてしてして行行行行われわれわれわれ

ますがますがますがますが、、、、非破壊検査非破壊検査非破壊検査非破壊検査をををを使用使用使用使用するにあたってするにあたってするにあたってするにあたって必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる知識知識知識知識やややや経験経験経験経験のののの不足不足不足不足

などからなどからなどからなどから、、、、積極的積極的積極的積極的にににに利用利用利用利用されていないのがされていないのがされていないのがされていないのが現状現状現状現状でありますでありますでありますであります。。。。劣化劣化劣化劣化のののの原因原因原因原因やややや

そのそのそのその進行状況進行状況進行状況進行状況をををを合理的合理的合理的合理的かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的にににに診断診断診断診断するためにはするためにはするためにはするためには、、、、非破壊検査技術非破壊検査技術非破壊検査技術非破壊検査技術のののの

利用利用利用利用はははは欠欠欠欠かすことができませんかすことができませんかすことができませんかすことができません。。。。そこでそこでそこでそこで、「、「、「、「非破壊検査非破壊検査非破壊検査非破壊検査のののの利活用利活用利活用利活用をををを進進進進めるためるためるためるた

めにめにめにめに」」」」はははは、、、、非破壊検査技術非破壊検査技術非破壊検査技術非破壊検査技術をををを導入導入導入導入するするするする場合場合場合場合のののの問題点問題点問題点問題点やややや劣化診断劣化診断劣化診断劣化診断にににに検査結果検査結果検査結果検査結果

をををを利用利用利用利用するするするする場合場合場合場合のののの問題点問題点問題点問題点などをパネラーにごなどをパネラーにごなどをパネラーにごなどをパネラーにご紹介紹介紹介紹介いただきいただきいただきいただき、、、、課題課題課題課題をををを整理整理整理整理しししし

ますますますます。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、非破壊検査導入非破壊検査導入非破壊検査導入非破壊検査導入のののの効果効果効果効果などのなどのなどのなどの議論議論議論議論をををを通通通通じじじじ、、、、いかにいかにいかにいかに普及普及普及普及をををを狙狙狙狙

うのかをうのかをうのかをうのかを参加者参加者参加者参加者のののの皆様皆様皆様皆様とともにとともにとともにとともに考考考考えますえますえますえます。。。。 
 
コーディネーター： 吉沢 勝（(一財)首都高速道路技術センター） 
課題提案者（予定）：  

岩波光保（東京工業大学 大学院 理工学研究科 教授） 
明石行雄（西日本高速道路エンジニアリング四国(株)  

土木事業本部技術部長） 
西川啓一（iシステムリサーチ(株) 専務取締役） 
佐藤寿延（国土交通省総合政策局） 
小田 聡（(独)都市再生機構） 

 

 

17171717：：：：30303030～～～～19191919：：：：00000000    懇親会懇親会懇親会懇親会    芝浦工業大学生協芝浦工業大学生協芝浦工業大学生協芝浦工業大学生協    

 

 

８８８８月月月月７７７７日日日日（（（（金金金金））））    

 

教室棟教室棟教室棟教室棟    405405405405 教室教室教室教室    

    

9：：：：00～～～～10：：：：30    点検点検点検点検・・・・維持管理維持管理維持管理維持管理１１１１ 
座長 澤本武博（ものつくり大学） 

    

ひびひびひびひび割割割割れれれれがががが発生発生発生発生しているしているしているしている鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート壁壁壁壁面面面面のののの長期長期長期長期連続連続連続連続モニタリングのモニタリングのモニタリングのモニタリングの

研究研究研究研究 
OSMOS 技術協会 ○門万寿男，阿南誠一 

(株)保全工学研究所 中山聡子 

芝浦工業大学 勝木 太 

東京大学 岸 利治 

ハハハハンンンンドヘドヘドヘドヘルルルルドドドド・ステレ・ステレ・ステレ・ステレオオオオカメラをカメラをカメラをカメラを用用用用いたひびいたひびいたひびいたひび割割割割れのれのれのれの三次元三次元三次元三次元計測計測計測計測    

東京大学 ○鎌田知久 

芝浦工業大学 勝木 太，中川雅史 

全天球全天球全天球全天球カメラカメラカメラカメラ画像画像画像画像をををを用用用用いたコンクリートいたコンクリートいたコンクリートいたコンクリート構造物調査構造物調査構造物調査構造物調査にににに関関関関するするするする基基基基礎礎礎礎検討検討検討検討    

アジア航測(株) ○瀧川正則 

芝浦工業大学 中川雅史，勝木 太 

強強強強力力力力空空空空中中中中超音波超音波超音波超音波とととと光学光学光学光学機機機機器器器器をををを用用用用いたモルタルいたモルタルいたモルタルいたモルタル内欠陥内欠陥内欠陥内欠陥のののの非非非非接触接触接触接触非破壊検査非破壊検査非破壊検査非破壊検査のののの

基基基基礎礎礎礎検討検討検討検討    

日本大学 ○大隅 歩，伊藤洋一 
佐藤正己，梅村靖弘 

非非非非接触接触接触接触音音音音響響響響探査法探査法探査法探査法によるコンクリートによるコンクリートによるコンクリートによるコンクリート表表表表層層層層部部部部のののの欠陥検出欠陥検出欠陥検出欠陥検出にににに関関関関するするするする研究研究研究研究----欠欠欠欠

陥検出陥検出陥検出陥検出アルアルアルアルゴゴゴゴリリリリズズズズムムムムとととと強強強強力力力力超音波音超音波音超音波音超音波音源源源源のののの検討検討検討検討----    

桐蔭横浜大学 ○杉本恒美，上地 樹，杉本和子 
佐藤工業(株) 歌川紀之 
明篤技研 片倉景義 

非非非非接触接触接触接触音音音音響響響響探査法探査法探査法探査法によるコンクリートによるコンクリートによるコンクリートによるコンクリート表表表表層層層層部部部部のののの欠陥検出欠陥検出欠陥検出欠陥検出にににに関関関関するするするする研究研究研究研究    

----アスアスアスアスファファファファルトルトルトルト舗装舗装舗装舗装面下面下面下面下およびおよびおよびおよび接接接接着着着着系系系系あとあとあとあと施工施工施工施工アンカーにアンカーにアンカーにアンカーに関関関関するするするする適用性適用性適用性適用性のののの

検討検討検討検討----    

桐蔭横浜大学 ○上地 樹，杉本恒美 
佐藤工業(株) 黒田千歳，歌川紀之 

明篤技研 片倉景義 

10：：：：45～～～～12：：：：15    点検点検点検点検・・・・維持管理維持管理維持管理維持管理２２２２ 
座長 渡辺 健（徳島大学） 

    

同同同同時生時生時生時生起起起起行行行行列列列列をををを用用用用いたいたいたいた赤外赤外赤外赤外線線線線ササササーモグラーモグラーモグラーモグラフィフィフィフィ法法法法自動自動自動自動診断診断診断診断支援支援支援支援システムのシステムのシステムのシステムの基基基基

礎礎礎礎的的的的研究研究研究研究    

西日本高速道路エンジニアリング四国(株) ○橋爪謙治 

橋本和明，明石行雄 

愛媛大学 全 邦釘 

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート構造物構造物構造物構造物のたのたのたのためめめめのプのプのプのプロロロロペラペラペラペラ推推推推力力力力をををを利用利用利用利用したしたしたした検査検査検査検査ロロロロボットのボットのボットのボットの開発開発開発開発    

有明工業高等専門学校 ○岩本達也，小川和樹 

インインインインフフフフララララ施施施施設設設設のののの長長長長寿命寿命寿命寿命化化化化にににに向向向向けたクラけたクラけたクラけたクラウドウドウドウドストレーストレーストレーストレージジジジをををを利用利用利用利用したしたしたした目視点目視点目視点目視点検検検検

支援支援支援支援    

渡辺エンジニアリング(株) ○三代雅博，野田康朗 

芝浦工業大学 中川雅史，三戸大希，片岡恒之輔 

GGGGoogleoogleoogleoogle ママママップをップをップをップを用用用用いたいたいたいた一般市民一般市民一般市民一般市民のののの維持管維持管維持管維持管理理理理意意意意識識識識向上向上向上向上にににに関関関関するするするする一一一一検討検討検討検討    

芝浦工業大学 ○伊藤孝文，伊代田岳史，島田裕貴 

市民市民市民市民によるコンクリートによるコンクリートによるコンクリートによるコンクリート構造物構造物構造物構造物点点点点検検検検のののの実実実実行行行行可能可能可能可能性調査性調査性調査性調査    

西武建設(株) ○二村憲太郎，辻田陽一郎 

須長真介，井上靖雄 

芝浦工業大学 伊代田岳史 

PPPPCTCTCTCT桁桁桁桁のののの維持管維持管維持管維持管理理理理へのへのへのへの衝撃弾性波法衝撃弾性波法衝撃弾性波法衝撃弾性波法のののの適用方法適用方法適用方法適用方法のののの検討検討検討検討    

リック(株) ○岩野聡史 

立命館大学 内田慎哉 

(株)東洋計測リサーチ 山下健太郎 

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) 有馬直秀 

中日本高速道路(株) 森山 守 

 

13：：：：15～～～～15：：：：00    維持管理技術展維持管理技術展維持管理技術展維持管理技術展 
座長 岩野聡史（リック(株)） 

    

(一社)iTECS 技術協会 
KEYTEC(株) 
日東建設(株) 
エフティーエス(株) 
サンコーテクノ(株) 
日本無線(株) 
(株)ポート電子 
(株)アミック 
リック(株) 
太平洋セメント(株) 
(株)保全工学研究所 
(株)千斗 
OSMOS 技術協会 
ケミカル工事(株) 
電気化学工業(株) 

 

15：：：：15～～～～17：：：：00    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告・・・・あとあとあとあと施工施工施工施工アンカーアンカーアンカーアンカー 
座長 梅村靖弘（日本大学） 

    

NDIS2426-2:2014 コンクリートのコンクリートのコンクリートのコンクリートの非破壊試験非破壊試験非破壊試験非破壊試験-弾性波法弾性波法弾性波法弾性波法-第第第第 2 部部部部：：：：衝撃弾性衝撃弾性衝撃弾性衝撃弾性

波法波法波法波法    改正改正改正改正についてについてについてについて 
 委員長 鎌田敏郎(大阪大学) 

 分科会主査 山田和夫(愛知工業大学) 

分科会主査 ○渡辺 健(徳島大学) 

幹事 岩野聡史(リック(株)) 

幹事 内田慎哉(立命館大学) 

衝撃弾性波法衝撃弾性波法衝撃弾性波法衝撃弾性波法研究委員会研究委員会研究委員会研究委員会でのでのでのでの活動紹介活動紹介活動紹介活動紹介----鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート構造物構造物構造物構造物のののの非破壊非破壊非破壊非破壊

試験部試験部試験部試験部門門門門----    

 委員長 渡辺 健(徳島大学) 

  幹事 ○内田慎哉(立命館大学) 

幹事 岩野聡史(リック(株)) 

打撃打撃打撃打撃によるによるによるによるケミケミケミケミカルアンカーボルトのカルアンカーボルトのカルアンカーボルトのカルアンカーボルトの非破壊非破壊非破壊非破壊健全健全健全健全性試験方法性試験方法性試験方法性試験方法    

日東建設(株) ○岡本 真 

超音波伝播速度超音波伝播速度超音波伝播速度超音波伝播速度によるによるによるによるあとあとあとあと施工施工施工施工アンカーのアンカーのアンカーのアンカーの健全健全健全健全度評価手法度評価手法度評価手法度評価手法のののの検討検討検討検討    

東急建設(株) ○鈴木将充，前原 聡 
早川健司，伊藤正憲 

電電電電磁磁磁磁パルスパルスパルスパルス法法法法によるによるによるによる接接接接着着着着系系系系あとあとあとあと施工施工施工施工アンカーアンカーアンカーアンカー固固固固着部着部着部着部のののの健全健全健全健全度評価度評価度評価度評価にににに関関関関するするするする

検討検討検討検討    

西日本高速道路(株) ○宮田弘和 
立命館大学 内田慎哉，木村貴圭 

大阪大学 鎌田敏郎，劉  軒 
あとあとあとあと施工施工施工施工アンカーをアンカーをアンカーをアンカーを使使使使用用用用するするするするガガガガスススス導管導管導管導管工工工工事事事事のののの品質管品質管品質管品質管理理理理へのへのへのへの衝撃弾性波法衝撃弾性波法衝撃弾性波法衝撃弾性波法のののの

適用適用適用適用    

リック(株) ○岩野聡史、石井俊幸、唐鎌雄希 
東京ガス(株)  田口裕人 

日本大学 栁内睦人 



17：：：：00～～～～ 閉会式閉会式閉会式閉会式 

    

教室棟教室棟教室棟教室棟    406406406406 教室教室教室教室 

    

9：：：：00～～～～10：：：：00 表層品質表層品質表層品質表層品質１１１１ 

座長 古賀裕久（国立研究開発法人 土木研究所） 

 
コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート表面表面表面表面のののの品質品質品質品質とととと透透透透気性気性気性気性にににに関関関関するするするする基基基基礎礎礎礎的的的的研究研究研究研究    

(株)中研コンサルタント ○抜木幸次 

入澤 享，西村 彩 

住友大阪セメント(株) 中村士郎 

簡易透簡易透簡易透簡易透気性試験気性試験気性試験気性試験によるによるによるによる仕上仕上仕上仕上材材材材をををを施施施施したしたしたした RRRRCCCC 構造体構造体構造体構造体のののの耐久耐久耐久耐久性評価手法性評価手法性評価手法性評価手法にににに関関関関するするするする

検討検討検討検討    

(株)淺沼組 ○山﨑順二 

(一財)日本建築総合試験所 下澤和幸 

東京理科大学 今本啓一 

ダブダブダブダブルルルルチャチャチャチャンバーンバーンバーンバー透透透透水性試験水性試験水性試験水性試験・・・・透透透透気性試験気性試験気性試験気性試験によるによるによるによる表表表表層層層層コンクリートのコンクリートのコンクリートのコンクリートの非破非破非破非破

壊検査法壊検査法壊検査法壊検査法のののの開発開発開発開発    

九州産業大学 ○高橋典子，豊福俊泰 

松尾栄治，永松武則 

(株)横河ブリッジホールディングス 春日井俊博 

ダブダブダブダブルルルルチャチャチャチャンバーンバーンバーンバー透透透透水性試験水性試験水性試験水性試験・・・・透透透透気性試験気性試験気性試験気性試験によるによるによるによる RRRRCCCC 床版床版床版床版のののの表表表表層品質層品質層品質層品質評価評価評価評価事事事事

例例例例    

九州産業大学 ○高橋典子，豊福俊泰 

松尾栄治，永松武則 

(株)横河ブリッジホールディングス 春日井俊博 

    

10：：：：45～～～～12：：：：15    表層品質表層品質表層品質表層品質２２２２ 
座長 田村雅紀（工学院大学） 

 

現現現現地地地地にてにてにてにて非破壊非破壊非破壊非破壊でコンクリートでコンクリートでコンクリートでコンクリート中中中中のののの空気空気空気空気やややや水水水水のののの移動移動移動移動をををを測定測定測定測定するするするする試験試験試験試験のののの誤誤誤誤差差差差

についてについてについてについて    

国立研究開発法人 土木研究所 ○古賀裕久，渡辺博志 

京都大学 河野広隆 

ドドドドリルリルリルリル削孔削孔削孔削孔をををを用用用用いたいたいたいた構造体構造体構造体構造体コンクリートのコンクリートのコンクリートのコンクリートの簡易透簡易透簡易透簡易透気試験方法気試験方法気試験方法気試験方法のののの提案提案提案提案    

(株)熊谷組 ○野中 英 

日本大学 湯浅 昇 

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート表表表表層層層層のののの品質品質品質品質評価評価評価評価をををを目目目目的的的的ととととしたしたしたした繰繰繰繰りりりり返返返返しししし流水試験方法流水試験方法流水試験方法流水試験方法のののの改善改善改善改善とととと

適用性適用性適用性適用性    

東京大学 ○佐相駿実，岸 利治 

既存既存既存既存 RRRRCCCC 構造物構造物構造物構造物におけるにおけるにおけるにおけるかぶかぶかぶかぶりコンクりコンクりコンクりコンクリートのリートのリートのリートの鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋腐食腐食腐食腐食抵抗性抵抗性抵抗性抵抗性能能能能評価評価評価評価にににに関関関関すすすす

るるるる実実実実験的検討験的検討験的検討験的検討    

(一財)日本建築総合試験所 ○下澤和幸 

(株)淺沼組 山﨑順二 

東京理科大学 今本啓一 

コンクリートのコンクリートのコンクリートのコンクリートの塩塩塩塩化物化物化物化物イイイイオオオオンンンン浸透深浸透深浸透深浸透深ささささ測定測定測定測定にににに及及及及ぼぼぼぼすすすす各種要因各種要因各種要因各種要因にににに関関関関するするするする検討検討検討検討    

ものつくり大学 ○澤本武博，新井公人 

木更津工業高等専門学校 青木優介 

前橋工科大学 舌間孝一郎 

ダイヤリフォーム(株) 地頭薗博 

異異異異なるなるなるなる環境環境環境環境条件条件条件条件がががが中中中中性化性化性化性化進進進進行行行行にににに与与与与ええええるるるる影響影響影響影響とそとそとそとそのののの診断法診断法診断法診断法のののの検討検討検討検討    

芝浦工業大学 ○本名英理香，伊代田岳史 

濱崎 仁，阿久津裕則，氏原菜摘 

 

15：：：：15～～～～17：：：：00    鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋・・・・腐食腐食腐食腐食 
座長 小林幸一（(一社)セメント協会） 

    

画像解析画像解析画像解析画像解析にににに基基基基づくづくづくづく鋼鋼鋼鋼製地製地製地製地すすすすべべべべりりりり防止防止防止防止施施施施設設設設のののの腐食実態腐食実態腐食実態腐食実態のののの同同同同定定定定 
新潟大学 ○稲葉一成，鈴木哲也 

島本由麻，森井俊廣 

弾性波法弾性波法弾性波法弾性波法をををを用用用用いたいたいたいた鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋ととととコンクリートのコンクリートのコンクリートのコンクリートの付着性付着性付着性付着性状状状状検査技術検査技術検査技術検査技術のののの開発開発開発開発    

(一社)日本建設機械施工協会 ○榎園正義，谷倉 泉 
コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート中中中中のののの鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋のののの磁磁磁磁気気気気イメーイメーイメーイメージジジジングングングング    

三井造船(株) ○星島一輝，中田成幸 

神戸大学 木村健次郎，美馬勇輝 

静静静静電電電電容容容容量型量型量型量型腐食腐食腐食腐食セセセセンンンンササササのののの基基基基礎礎礎礎的検討的検討的検討的検討    

太平洋セメント(株) ○江里口玲，井坂幸俊 
長岡技術科学大学 中田匡哉 

打撃応答打撃応答打撃応答打撃応答のののの減衰減衰減衰減衰特性特性特性特性にににに着着着着目目目目したしたしたした鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋腐食腐食腐食腐食のののの非破壊非破壊非破壊非破壊検査手法検査手法検査手法検査手法にににに関関関関するするするする基基基基礎礎礎礎的的的的

研究研究研究研究    

防衛大学校 ○黒田一郎，渡辺挙斗，古屋信明 
5555 年年年年間間間間屋外暴屋外暴屋外暴屋外暴露露露露されたされたされたされた塩塩塩塩化物化物化物化物をををを添加添加添加添加したしたしたした大大大大型鉄筋型鉄筋型鉄筋型鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート供試体供試体供試体供試体のののの腐腐腐腐

食食食食モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング結果結果結果結果についてについてについてについて    

横田 DPC 研究所 ○横田 優 
 

教室棟教室棟教室棟教室棟    407407407407 教室教室教室教室    

 

9：：：：00～～～～10：：：：15    強度推定強度推定強度推定強度推定 
座長 北川真也（佐藤工業(株)） 

    

反発速度比式反発速度比式反発速度比式反発速度比式リバリバリバリバウウウウンンンンドハドハドハドハンンンンママママーによるコンクリートーによるコンクリートーによるコンクリートーによるコンクリート強度強度強度強度のののの推定推定推定推定    

芝浦工業大学 ○濱崎 仁，本橋健司，相田吉幸 

エフティーエス(株) 藤原貴央 

エコーエコーエコーエコーチチチチップップップップ硬硬硬硬ささささ試験機試験機試験機試験機をををを用用用用いたコンクリートのいたコンクリートのいたコンクリートのいたコンクリートの強度推定方法強度推定方法強度推定方法強度推定方法にににに関関関関するするするする研研研研

究究究究 
(株)熊谷組 ○野中 英，田中淳一， 三谷和裕 

日本大学 湯浅 昇 
打撃打撃打撃打撃によるコンクリートによるコンクリートによるコンクリートによるコンクリート強度強度強度強度のののの非破壊測定法理論非破壊測定法理論非破壊測定法理論非破壊測定法理論のののの問題点問題点問題点問題点にににに関関関関するするするする理論的理論的理論的理論的

検討検討検討検討    

アプライドリサーチ(株) ○境 友昭 

日東建設(株) 久保元樹，久保 元 

機械機械機械機械インインインインピピピピーーーーダダダダンスンスンスンス法法法法によるコンクリートのによるコンクリートのによるコンクリートのによるコンクリートの強度推定強度推定強度推定強度推定    

日東建設(株) ○久保元樹 

コンクリートのコンクリートのコンクリートのコンクリートの養生方法養生方法養生方法養生方法のののの違違違違いいいいがががが各種各種各種各種非破壊試験非破壊試験非破壊試験非破壊試験のののの評価評価評価評価にににに及及及及ぼぼぼぼすすすす影響影響影響影響 

ものつくり大学 ○門井康太，澤本武博 

前橋工科大学 舌間孝一郎 

三井住友建設(株) 樋口正典 

エフティーエス(株) 藤原貴央 

 

10：：：：45～～～～11：：：：45    強度推定強度推定強度推定強度推定・・・・火災火災火災火災・・・・爆裂爆裂爆裂爆裂 
座長 下澤和幸（(一財)日本建築総合試験所） 

 

孔孔孔孔内内内内局局局局部部部部載載載載荷法荷法荷法荷法によるによるによるによる火災火災火災火災をををを受受受受けたコンクリートのけたコンクリートのけたコンクリートのけたコンクリートの劣化劣化劣化劣化深深深深ささささ測定測定測定測定にににに関関関関するするするする

研究研究研究研究    

川崎地質(株) ○皿井剛典 

火災火災火災火災をををを受受受受けたコンクリートのけたコンクリートのけたコンクリートのけたコンクリートの非破壊試験非破壊試験非破壊試験非破壊試験にににに関関関関するするするする実実実実験的検討験的検討験的検討験的検討    

(一財)日本建築総合試験所 ○春畑仁一 

AEAEAEAE 法法法法によるコンクリートのによるコンクリートのによるコンクリートのによるコンクリートの爆裂爆裂爆裂爆裂過程過程過程過程のののの評価評価評価評価    

群馬大学 ○小澤満津雄 

立命館大学 内田慎哉，川崎佑磨 

太平洋マテリアル(株) 谷辺 徹 

高高高高強度強度強度強度コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートにおけるにおけるにおけるにおける爆裂爆裂爆裂爆裂現象現象現象現象のののの要因及要因及要因及要因及びびびび PPPPPPPP 繊維添加繊維添加繊維添加繊維添加のののの影響影響影響影響にににに関関関関すすすす

るるるる研究研究研究研究    

東京理科大学 ○小山 拓，Bae Sungchul 

猪瀬 亮，兼松 学 

 

15：：：：15～～～～17：：：：00    建築物調査建築物調査建築物調査建築物調査 
座長 濱崎 仁（芝浦工業大学） 

 

建築建築建築建築ライライライライフサフサフサフサイクルのイクルのイクルのイクルの各種各種各種各種工工工工事事事事におけるにおけるにおけるにおける環境騒環境騒環境騒環境騒音音音音のののの周波数特性周波数特性周波数特性周波数特性とととと改善改善改善改善手法手法手法手法    

工学院大学 ○田村雅紀 

東急建設(株) 坂上志帆 

長期供用長期供用長期供用長期供用建建建建物物物物かかかからららら多多多多点採取点採取点採取点採取したしたしたした小径小径小径小径コアコアコアコアのののの力学力学力学力学特性特性特性特性によるによるによるによる外外外外部部部部環境環境環境環境のののの品質品質品質品質

影響影響影響影響にににに関関関関するするするする考察考察考察考察    

工学院大学 ○田村雅紀，岡健太郎 

(株)竹中工務店 保田直哉 

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート構造物構造物構造物構造物のののの弾性波伝弾性波伝弾性波伝弾性波伝搬搬搬搬速度測定速度測定速度測定速度測定におけるモルタルにおけるモルタルにおけるモルタルにおけるモルタル仕上仕上仕上仕上げげげげ面面面面のののの影影影影

響響響響    

(株)アミック ○高鍋雅則，三輪秀雄，長岡康之 

前橋工科大学 舌間孝一郎 

ものつくり大学 辻 正哲 

外壁外壁外壁外壁タイルタイルタイルタイル張張張張りりりりママママンシンシンシンショョョョンへのンへのンへのンへの赤外赤外赤外赤外線調査線調査線調査線調査のののの適用適用適用適用事例事例事例事例    

西武建設(株) ○辻田陽一郎，犬竹 進 

井上靖雄，二村憲太郎 

非破壊試験非破壊試験非破壊試験非破壊試験によるによるによるによる SSSSRRRRCCCC 部材内鉄部材内鉄部材内鉄部材内鉄骨骨骨骨断面調査法断面調査法断面調査法断面調査法のののの現場現場現場現場実実実実験験験験    

前 日本ヒルティ(株) ○辻 和幸 

鹿島建設(株) 笠井 浩 

清水建設(株) 太田達見 

サンメイト一級建築士事務所 杉本重実 

ゼネラルボンド(株) 杉本多聞 

中中中中性性性性子子子子ララララジオジオジオジオグラグラグラグラフィフィフィフィによるによるによるによる非非非非等温状態等温状態等温状態等温状態におけるにおけるにおけるにおける保保保保水性水性水性水性建建建建材材材材中中中中のののの水分水分水分水分移動移動移動移動

現象現象現象現象のののの観観観観測測測測    

東京理科大学 ○猪瀬 亮，兼松 学 

国土技術政策総合研究所 足永靖信 

(株)八洋コンサルタント 白石 聖 

    

    

注注注注））））プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの内容内容内容内容をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。    

    



 

芝浦工業大学豊洲芝浦工業大学豊洲芝浦工業大学豊洲芝浦工業大学豊洲キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス 
－－－－地図地図地図地図・・・・交通案内交通案内交通案内交通案内－－－－

 
 
 

〒135-8548 

東京都江東区豊洲 3-7-5 

 

・東京メトロ有楽町線「豊洲駅」1cまたは 3番出口から徒歩 7分 

・ゆりかもめ「豊洲駅」から徒歩 9分 

・JR 京葉線「越中島駅」2番出口から徒歩 15分 


