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広島電鉄

10:30～11:00 『インフラメンテナンス国民会議について』
 国土交通省中国地方整備局

11:00～12:00 補修・補強技術（３技術）

12:00～13:00 休憩

13:00～14:00 特別講演
 『インフラ鋼構造物の残存強度評価と予測』
 広島大学名誉教授  藤井 堅 氏
 （広島県長寿命化技術検討委員会委員）

14:00～15:00 補修・補強技術（2技術）

15:00～15:30 建設・更新技術（１技術）

・お車で来場の方は、会場の駐車場をご利用ください。
・駐車料金：入場から最初の3時間まで150円/30分、
3時間超は100円/30分、1日の限度額1,900円

（一社）建設コンサルタンツ協会CPDプログラム
（一社）全国土木施工管理技士会連合会CPDSプログラム

道路 河川 ダム 砂防 公園港湾 下水道海岸

老朽化に不屈の広島　　  をみせたいんじゃ！

20
17

広島産業会館・西展示館

広島県のインフラ老朽化対策HP
http://www.asset.pref.hiroshima.lg.jp/

入場
無料

インフラ老朽化対策の詳細情報はWebへ



プレゼンテーション・パネル展示を行う技術一覧
長寿命化技術の概要 アピールポイント企業名称 技術

区分 技術名称
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既設落石防護柵の撤去及び再設置を行わずに柵高、耐力を向上させます。また
柵高向上のみを目的とした安価な簡易タイプも開発しました。

脱枠直後のコンクリート表面に貼ることにより、封緘保水養生が容易にでき品質
の向上（ひび割れ抑制、中性化防止、塩害対策）が期待できます。
独特なフィルター構造のポリエステル製不織布を装着した斜面保護・緑化マット
です。独自の表面排水機能により、豪雨から斜面の侵食を防ぎ濁水の発生を防止
します。

塩害、ASRで劣化したコンクリート部材を模擬した模型を用いて、展示ブース内に
施工状況を再現します。また、施工に使用する資材の実物を展示します。

耐久性に優れた亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網をかご状に構築し、割栗石や
玉石を中詰材として充填した高排水性の擁壁を構築する技術です。
産業廃棄物の抑制、交通規制の縮減、仮設工の低減、工期の短縮、耐久性の向上
が可能な既設吹付のり面の補修技術です。

「HSLスラブ」は、プレキャストPC床版の特長をそのままに、約20％の軽量化を
実現した道路橋RC床版取換用の高強度軽量プレキャストPC床版です。

道路舗装と境界ブロックとの噛み合わせにより目地部の隙間・段差の発成を防
止し防草効果が得られる技術です。

平成29年3月国土交通省制定の舗装点検要領に適応可能な舗装の点検・ひび
割れ・IRIの評価を行うシステム。静止画像は道路や道路付属物等の総合的な維
持管理に加えミーティング資料等にも活用することができます。会場内展示ブー
スでは実際に動作するシステム画面を皆さまにも操作を体験していただけるよ
う準備してお待ちしております。

コンクリート内部の空気と注入樹脂を置換することで、微細なひび割れまで充
填でき、断面修復工においては、注入により部材を一体化し、構造物の長寿命化
が可能な技術です。

既存コンクリートに樹脂を被覆する事で、コンクリート片の剥落を防止できます。

コンクリートのひび割れに対して亜硝酸リチウムと3種のエポキシ樹脂注入材を
用いて補修する方法で、伸びのあるエポキシが特徴です。

ASRで劣化したコンクリート構造物の補修技術です。亜硝酸リチウムを内部圧 入す
ることによりアルカリシリカゲルを非膨張化し、以後のASR膨張反応を根本 的に
抑制することができます。

大規模な仮設が不要で経済性に優れます。

チタングリッド工法

PCコンファインド工法

防草を意図したコンクリート境界ブロック

ASRリチウム工法　

鉄筋腐食抑制工法「プロテクトシルCIT」

IPHシステム内圧充填接合補強工法

帯状陽極を用いたコンクリート構造物の電気防食

PC鋼材を巻き付けて補強する既設RC橋脚の耐震補強工法

雑草が自ら成長抑制する技術を利用した構造物や構築物の目地部への防草ブロック

亜硝酸リチウム内部圧入によるコンクリートのASR補修技術

RC構造物用鉄筋腐食抑制タイプ含浸系表面保護材

劣化RC構造物の長寿命化を図る補修・補強技術：ひびわれ補修

劣化RC構造物の長寿命化を図る補修・補強技術：断面修復工

マンホールの高さ調整および蓋交換等のマンホール上部の修繕工事の専用工法

電磁波技術を活用した橋面舗装と上部床版の非破壊調査技術

路面温度5℃程度の低温でも早期に分解するタックコートを実現する乳剤・散布機械

耐久性に優れた合金めっき溶接金網を用いた擁壁

産業廃棄物の発生を抑制した既設のり面構造物（ 吹付モルタル）の補修技術

塩害および凍害による劣化に対して優れた耐久性を有するプレキャスト張り出し歩道

塩害および凍害による劣化に対して優れた耐久性を有するプレキャスト自由勾配側溝

塩害および凍害による劣化に対して優れた耐久性を有するプレキャストスリット側溝

凍害による劣化に対して優れた耐久性を有する環境(CO2抑制)配慮型歩車道境界ブロック

塩害および凍害による劣化に対して優れた耐久性を有するプレキャストU型側溝

塩害および凍害等による劣化に対して優れた耐久性を有するボックスカルバート

小面積地や山間部の軟岩Ⅰ・硬質土壌の法面緑化に適応可能な植生マット

亜硝酸リチウム併用型表面含浸工法

亜硝酸型リチウム併用型ひび割れ注入工法

道路橋RC床版取換用高強度軽量プレキャストPC床版

粒子コロイドコンクリート含浸保護材

補修用水切り板

追加補強可能な補強土工法

副材不要，手間，積算変わらず，すき間，段差の発生を防止し，雑草の成長を防止する工法

現地状況に即応する【斜角対応型プレキャスト門形カルバート】

カメラ付き伸縮自在棒の人力操作による点検調査

道路画像にＩRＩを取入れ路面性状を可視化した道路管理画像システム

維持管理性に優れたジオテキスタイル補強土壁

低添加型膨張材

耐アルカリ性ガラス繊維ネットを用いたコンクリート構造物のひび割れ低減技術

コンクリート表層部収縮低減、水分逸散抑制によるコンクリート構造物のひび割れ抑制技術

コンクリート劣化因子侵入を伸びる塗膜で遮断し，はく落機能を併用させた工法

ひび割れ注入補修工法

パイルベント橋脚の耐震補強工法

既設落石防護柵補強フェンス

道路舗装工事に伴うマンホール蓋高調整工事

コンクリート表面の緻密化で強度・耐久性向上に寄与するテープ

被覆材による法面保護と植生　

橋梁長寿命化を支える高性能床版防水

高耐久性加熱型アスファルト系ひびわれシール材

超重交通路線でも塑性変形しづらいポリマー改質アスファルト

舗装用　高耐久性・全天候型常温混合物

リフレクションクラック抑制工法

コンクリート片剥落防止性能及びコンクリート塗装材としての性能を持つ
手塗りタイプのウレアウレタン樹脂工法

耐震補強工法（PCコンファインド工法）は，PC鋼材とプレキャストパネルを用い
た環境に優しい工法です．また，電気防食工法（チタングリッド工法）は，最も維
持管理のしやすい電気化学的補修工法です。

剥離抵抗性および耐流動性に優れ、低温期でも所定の締固め度が得られやすい、
橋面舗装用施工性改善型ポリマー改質アスファルトⅢ型-W

（株）後藤商店

極東興和（株）

BASFジャパン（株）

（株）ピーエス三菱

太平洋マテリアル（株）
中国支店

SGエンジニア
リング（株）

アイカ工業（株）

アオイ化学工業（株）

スリーエムジャパン(株)

多機能フィルター（株）

ニチレキ（株）

ヒロセ補強土（株）

ライト工業（株）

ランデス（株）

（株）ソルコム・土木
事業部・社会基盤部門

オリエンタル白石（株）
広島営業支店

（株）プロテック
エンジニアリング

ロンタイ（株）広島支店

（一社）コンクリート
メンテナンス協会

（株）IHIインフラ建設

（株）ダイクレ

山陽ブロック工業（株）

西日本高速道路
エンジニアリング
中国（株）

前田工繊（株）
補強土排水推進部

日本ペイント（株）

斜角門形カルバート工法
研究会・中国・四国支部

地覆側面から桁や支承に伝わる漏水を止め、腐食を防止する技術です。

施工性、耐久性、耐震性、維持管理に優れた補強土壁工法です。

老朽化した法面、擁壁、法枠内の追加補強が可能な技術です。

道路橋を長寿命化させるための高性能防水工法、床版上面の非破壊調査技術
です。

塩害・凍害の耐性に優れた超耐久性コンクリート製品。インフラ長寿命化のお役
に立ちます。

コロイドの特性により、施工後もコンクリート表面の目視点検が可能です。

角度が自由な、ただ「かぶせる」だけの小規模橋梁です。

広島県土木建築局 技術企画課 企画調査グループ
〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52　TEL：082-513-3859（直通）広島県土木建築局お問い合わせ先

コンクリートのひび割れ低減対策は、構造物を長寿命化へと導きます。

柔軟性に優れ長期中性化対策を行い、剥落対策機能を付与させた工法です。

コンクリート表面に塗布するだけで、コンクリートに含まれる内在塩分や融雪剤
等の塩害、および中性化による鉄筋の腐食を抑制する、経済的かつ省力的な、画
期的新工法です。

植物の成長特性である「屈性」を利用し、何も使わず植物が自ら成長を抑制させ
ることとなります。費用ゼロ、環境負荷ゼロ技術です。

・生育基盤の安定化により確実な緑化が可能です。
・機械の搬入出が不要で安全性向上と騒音の発生を抑制させます。
・施工困難地での施工性向上とコスト削減を図れます。

ハイパーウォール

のリフレッシュ工法（既設モルタル補修型）

ハレーサルト張り出し歩道

ハレーサルト自由勾配側溝

ハレーサルトスリット側溝

ハレーサルト歩車道境界ブロック

ハレーサルトU型側溝

ハレーサルトボックスカルバート

シロクマット

プロコンガードシステム

リハビリシリンダー工法

HSLスラブ工法

RCGインナーシール

橋梁用FRP水切り板

グリーンパネル工法

雑草防止工法（防草型境界ブロック）

斜角門形カルバート

構造物点検用カメラ「DSカメラ」システム

IRIを取入れた道路管理画像システム

アデムウォール

太平洋ハイパーエクスパン

分解促進型タックコート工法
（スーパータックゾール工法）

コンクリートひび割れ低減用ネット
『ハイパーネット60』
塗布型高性能収縮低減剤
『クラックセイバー』

タフガードQ-R工法

ダイナミックレジン タフレジンME-A 工法

リハビリボンド工法

Kui Taishin-SSP工法

再強フェンス

道路舗装人孔鉄蓋後付工法「エポ工法」

コンクリート保水養生テープ

多機能フィルター

HQハイブレンAU工法

クラックシールNX

コンテナファルト

レスキューパッチ

エマルテックSAMI工法

レキファルトスーパー

MR2工法

床版キャッチャー（橋面舗装調査車）

IPHシステム内圧充填接合補強工法
断面修復

舗装工事での人孔鉄蓋の後付や人孔周辺の維持修繕工事に適用し、施工性の向
上、安全性の確保、舗装平坦性の確保、耐久性の確保及び環境保全への寄与な
ど、多くのメリットを有します。

（株）アールシージー
ジャパン


