
―創造・革新・進化

【特徴】2台の定置式クレーンとＨ鋼足

場で他方のクレーンや資材の相取りを繰

り返し、クレーンのブームが届かないよ

うな急傾斜地の上方や左右の箇所で工事

を有利に進めることができる技術。大型

クレーンを置くことができない狭い現場

でも地下水の排水や抑止工、アンカー工

などの施工を容易にする。

2006年2月に「傾斜地における工事の

施工方法」として特許を取得。同年5月

にＮＥＴＩＳに登録された。北海道建設

部や水産林務部を中心に災害の予防や復

旧工事で多くの実績を持ち、高い評価を

受けている。

1台のジブクレーンと2台の定置式クレ

ーン、Ｈ鋼足場を基本セットとし、ブー

ムの到達距離の上方に水平の足場を組

み、資材を相互に揚げていくことで際限

なく上方部の施工箇所に到達でき

る。通常の急傾斜工事は単管パイ

プで仮設足場を組み立てるが、Ｉ

ＴＫ式相取工法では、強度を上げ

るためにＨ形鋼（Ｈ－100×100）

を活用。基礎は大口径ボーリング

にモルタルを注入し、揺れやひね

りのない強固な足場を実現した。

従来、急傾斜地での工事は、移

動式の大型クレーンを使用するた

めの設置スペースが必要だったが、本工

法は設置スペースがない現場にも適して

いる。住宅が近接している傾斜地などで

も住宅に影響を与えることなく施工が可

能だ。

【採用発注機関】室蘭開発建設部、

札幌建設管理部、小樽建設管理部、

函館建設管理部、室蘭建設管理部、

旭川建設管理部、留萌建設管理部、

帯広建設管理部、釧路建設管理部、

稚内建設管理部、北海道水産林務部

㈱伊丸特殊工事
〒003-0859

札幌市白石区川北2312番24

ＴＥＬ 011-872-6766

ＦＡＸ 011-872-6798

ＵＲＬ http://www.imaru-tk.jp

問い合わせ先問い合わせ先

省スペースと強固な足場で急傾斜と高さに挑戦

■ＩＴＫ式相取工法
登録番号：ＨＫ－080005－Ａ

高い経済性を持つ国土技術開発賞受賞技術

■再生クラッシャーラン製造工（脱着式）
登録番号：ＨＫ－080003－Ｖ

【特徴】同工法は、小規模工事・仮置き

場の設定が困難な工事などさまざまな現

場で発生するコンクリート塊（有筋、無

筋）を現場内で再生骨材に加工し、路盤

材、基礎材、盛り土材として現場内利用

を図ることができる優れもの。専用のア

タッチメントをバックホー（山積み0.8

）に取り付けるだけで現場内での骨材

再生が可能になる。

2007年9月、ウエダ産業（大阪）との共

同開発により実用化。08年5月にＮＥＴ

ＩＳ登録し、11年3月には、総合評価で

加点対象となる活用促進技術の認定を受

けたほか、5月アメリカ特許取得、7月に

は国土技術開発賞優秀賞を受賞した。

同工法で用いるアタッチメント「バケ

ットクラッシャーＦＵ－70」は、国

内主要メーカーの0.8タイプバッ

クホー全機種に取り付け可能。コン

クリート塊を20－90㎜までの範囲で

粒度調節し、破砕できる。骨材製造

能力は１日当たり42。詰まり防止

機能も付き、メンテナンスも容易。

現場内で処理、再生するため、コ

ンクリート塊の処理コスト、骨材購

入コスト、運搬コストが不要になり、

従来に比べコスト、ＣＯ２排出量と

もに70％の削減を達成した。

国土交通省の活用効果評価結果では

「経済性で従来技術より極めて高い評価

が得られた」とのお墨付きを得た。

【採用発注機関】防衛省、

東北地方整備局、小樽開発建設部、

札幌開発建設部、函館開発建設部、

旭川開発建設部、室蘭開発建設部、

網走開発建設部、小樽建設管理部、

上川総合振興局、十勝総合振興局、

苫小牧港管理組合、古平町等

㈱古垣建設
〒046-0011

余市郡余市町入舟町126番地

ＴＥＬ 0135-22-5578

ＦＡＸ 0135-22-5050

ＵＲＬ http://furugaki.co.jp/

問い合わせ先問い合わせ先

トータルコスト削減と人材不足問題にも大きな効果

■ＣＦ工法―ＨＬ
登録番号：ＨＫ―180012―Ａ

【特徴】ＣＦ工法は、Ｈ鋼鉄骨フレーム

に3層パネルをはめ込み、そのパネルの

間にコンクリートを打設する。足場組み

立てからコンクリート打設までのサイク

ルを従来工法より大幅に短縮できる。加

えて養生期間延長が可能となるため、密

実で高耐久なコンクリートを構築し、人

件費などトータルコスト大幅に削減する。

工期短縮による人件費などの圧縮とい

ったコスト削減に加え、職人不足が深刻

化し、働き方改革が求められる中、ＣＦ

工法は一般作業員でも施工が可能なた

め、これらの課題解決にも大きな効果を

発揮する。

道内での実績に加え、近年は本州でも

多数の現場で採用され、岩手県陸前高田

市が進めている防潮堤現場では、高さ約

13ｍの打設を約9時間で完了するなど、

着々と優れた実績を積み上げている。

2013年には、国交省の国土技術開発賞

の地域貢献技術賞、17年には環境大臣表

彰を受賞するなど、技術と環境に優れた

技術として全

国デビューし

た。また、16

年10月13日付

で開発局や各

地方整備局の

総合評価で加

点対象となる「活用促進技術」（ＶＥ）に

認定されて、17年には土木学会がこのほ

ど発行したコンクリート標準示方書改訂

資料にＣＦ工法が記載された。

㈱清都組
〒061―3245

石狩市生振554番8

ＴＥＬ 0133-64-7050

ＦＡＸ 0133-64-7051

ＵＲＬ http://www.kiyotogumi.com

問い合わせ先問い合わせ先

【特徴】「ゼスロック」は、鉄筋をプレー

ト金具とボルトで締め付ける“無溶接”

の締結金具。鉄筋かごの組み立てにおい

て、従来の溶接作業をなくすことで省力

化を図り、経済性や施工性の向上に貢献

する。鉄筋かご施工中の衝撃荷重に対し

て、強固な締結強度を確保している。

従来は、組み立て鋼材に溶接した添え

鉄筋を結束する方法で対応していたが、

2012年3月、日本道路協会編「道路橋示

方書（Ｉ共通編Ⅳ下部構造編）・同解説」

が改訂され、溶接による鉄筋締結を原則

禁止する文言が追加された。場所打ち杭

鉄筋かご用においても、杭本体に配置さ

れる太径の鉄筋締結で無溶接のニーズが

高まっている。本技術の活用により、溶

接作業が不要となるため、施工性が向上

し、締結技術の課題も改善が期待できる。

「ゼスロック」は、長尺・重量用の4

点ロック（ＵＳ型）、短尺・軽量用の2点

ロック（ＣＳ型）の使い分けを提案する

など、鉄筋かご建込み時の衝撃荷重にも

強固に耐える様々な仕様の製品をライン

アップしている。適用可能な鉄筋径は、

Ｄ16～Ｄ38（製品タイプによって異なる、

Ｄ41～Ｄ51特注可）。

このほか、コンクリート床板の天端出

し表示具「テンバー」、塩害防止Ｐコン・

インサート「プロテックＰコン」も高い

評価を得ている。

ゼン技研㈱
〒８１８-０１０５

福岡県太宰府市都府楼南5-16-13

ＴＥＬ 092-925-8161

ＦＡＸ 092-925-3449

ＵＲＬ http://www.zen-g.co.jp

東京営業所

問い合わせ先問い合わせ先

〒10８-0014

東京都港区芝5-26-30

ＴＥＬ 03-6435-3899

ＦＡＸ 03-6435-3842

無溶接／場所打ち杭鉄筋かご用の鉄筋締結金具

■ゼスロック
登録番号 ＫＴ－120088－ＶＥ

本社・営業1課

エコポンプ・システムで省エネ、クリーン効果／正確なつり荷重の常時見える化を実現

■エコクレーン 登録番号：ＨＫ－100026－ＶＥ

【エコクレーンの特徴】技術名称「エコ

クレーン」で登録したトラック架装用ユ

ニッククレーンは、1つのエンジンに2つ

の油圧ポンプ（ダブルポンプ）を搭載した

「エコポンプ・システム」が特長。「エ

コポンプ・システム」は、エンジンの低

回転時には1つのポンプの油のみを使用

して駆動トルクを抑え、回転上昇時は2

つのポンプの油を合流して使用する仕組

みであり、2つのポンプをエンジン回転

数に応じて制御することで、省エネ（燃

料消費量削減）、クリーン（排出ガス削

減）、サイレント（作業時騒音低減）の3つ

の効果をもたらしている。ＮＥＴＩＳ登

録機種はダブルポンプを搭載したトラッ

ク架装用ユニッククレーン（一部機種を

除く）となり、省エネ効果などは機種に

よって異なるが、古河ユニックでは従来

技術と比べた燃量消費削減量および排出

ガス削減量を 大～％、作業時の騒

音値（ 大値）低減を 大1～4デシベルと

試算。中型トラック架装用クレーンの場

合、１日3時間、年間250日稼働すると、年

間約万500円の節約（軽油価格1当た

り140円で計算）になるとしている。

【デジタル式荷重計付クレーンの特長】

技術名称「デジタル式荷重計付クレーン」

で登録したトラック架装用ユニッククレ

ーンは、フックにつり下げた荷の正確な

質量を、デジタル式荷重計を用いて容易

に確認できるようにしたことが特長。従

来の油圧式荷重計を用いての測定では必

要であった複雑確認作業が不要となり、

荷役作業時間の削減が期待できる。また、

油圧式荷重計と比較して測定荷重の正確

性も向上しており、オーバーロード防止

の役割も期待できるとしている。

古河ユニック㈱
〒007-0882

札幌市東区北丘珠2条2丁目20-7

ＴＥＬ 011-787-3200

ＦＡＸ 011-787-3201

ＵＲＬ http://www.furukawaunic.co.

jp/

問い合わせ先問い合わせ先

札幌営業所

【特徴】河川の工事現場や工場で発生す

る汚濁水を大量に短時間できれいな水に

再生する「ジャストイン汚濁処理システ

ム」。環境製品開発製造元のクリエイター

（本社・旭川）が2006年に開発・製造し、

改良を重ねながら毎時1,000ｔ以上の処

理を可能にするとともに、操作の簡素化

を実現。2013年4月にＡからＶに昇格、

再登録された。

生態系を考慮し、独自で開発した天然

素材で中性無機無害の凝集材「ステラパ

ウダー」「パウダーフロック」で濁りを取

り去り、処理水はそのまま河川に戻せる。

処理水濃度は国が定めた一律排水基準を

大幅に下回ることを可能にし、ＳＳ０（ゼ

ロ）の実績もある。

移動式の同システムは川底、河岸を掘

削する工事現場に運び込み、現地で組み

立てる。本体は、汚濁水を引き込む水中

ポンプをつなぐ「原水槽」、ステラパウダ

ーを投じる「急速攪拌（かくはん）槽」、

浄水と泥に分ける「分離槽」の3ユニッ

トで構成する。パウダー投入機は適量が

投下されるように制御し、急速攪拌槽に

は物理反応を高める水中ミキサーのほ

か、浄化装置としてヤシガラマットと竹

炭などを設置することも可能。

毎時30ｔから 大同1,080ｔまでのＦ

Ⅹシリーズ8機種のほか、都市部に対応

する縦型＝写真＝や、一連の工程を1台

で行うパッケージタイプ、小規模処理用

の簡易型など、設置場所に合わせた製品

を取り揃えている。

リース・レンタルは北海道水替事業協

同組合（本部・旭川）が窓口。

【採用発注機関】

旭川開発建設部ほか7開建、旭川建設管

理部ほか5建管など

㈱クリエイター
旭川市新星町5丁目1番13号

ＴＥＬ 0166-21-3300

ＦＡＸ 0166-21-3322

北海道水替事業協同組合

問い合わせ先問い合わせ先

ＴＥＬ 0166-21-3301

ＦＡＸ 0166-21-3322

ＵＲＬ http://www.mizugae.jp

ジャストイン工法は地球の未来を考える

■ジャストイン汚濁処理システム
ＮＥＴＩＳ新技術情報提供システムＨＫ－090017－Ｖ

■デジタル式荷重計付クレーン 登録番号：ＨＫ－180006－Ａ

第３種郵便物認可 （１０）２０１８年（平成30年）１１月１６日（金曜日） 特 集

越波対策に新しく画期的な工法

■透光防波柵
登録番号：ＨＫ－070004－ＶＥ

【特徴】同工法は、ポリカーボネートシ

ート（両面高耐候性シート）を使用した

新しいタイプの越波防止柵である。

本体パネルは、ポリカーボネートシー

トを独自の折板形状に加工しており、Ｈ

型鋼との接続には高耐食めっき鋼板「Ｚ

ＡＭ」（日新製鋼株式会社製）を使用し、

沿岸部での腐食に強くなっている。工場

組み立て加工によるユニットパネル工法

により、寸法精度の向上を図っている。

また、「構造検討」「形状確認」「強度試験」

などを行い、性能を確認している。

従来の越波対策では、有孔鋼板もしく

は鋼板を使用したものが多く採用されて

いたが、周囲の視界を遮ることか

ら、景観上好ましいとはいえなか

った。同工法では、ポリカーボネ

ートシートを使用することによ

り、クリアで明るい視界が開け、

視界を遮らず、景観にも優れたも

のとなっており、通行するドライ

バーの方にも好評を得ている。

現地では、事前のコンクリート

擁壁改良およびＨ鋼設置後にユニ

ットパネルを差し込み、固定する

施工となっており、施工時間の短

縮・施工用重機の小型化・道路通行規制

時間の低減・作業時間の標準化などがで

きる。これらのことにより、環境に配慮

した工法となっている。

2007年6月にはＮＥＴＩＳにも登録さ

れ、2014年11月には活用促進技術として

評価されました。

【採用発注機関】

札幌開発建設部、小樽開発建設部、

室蘭開発建設部、近畿地方整備局、

九州地方整備局

ＡＧＣマテックス㈱
〒102-0073

東京都千代田区九段北1-12-4

ＴＥＬ 03-6825-6212

ＦＡＸ 03-6825-6217

ＵＲＬ http://www.agm.co.jp/

問い合わせ先問い合わせ先

11 1


