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 港湾空港技術研究所の構造研究チームと材料研究チームの最近の話題を紹介します． 

 

研 究  コンクリート中の鉄筋腐食の非破壊評価技術の高度化 

現状，港湾構造物では，目視や打音による点検診断が実施されて

いますが，この場合，劣化がある程度進行しないと，その変状を検

知できません．そこで，構造物の劣化進行をより的確に把握するた

め，非破壊試験技術を活用した鉄筋腐食評価の高度化に関する検討

を実施しています．そのために，種々のセンサを埋め込んだ供試体

の曝露を開始しました．結果は随時公表していきます． 

 

研 究  鋼板セル式構造物の土中部における電気防食特性 

 鋼板セル式構造物（鋼製の円筒（セル）を海底地盤上に設置後，

セル内に土砂を投入することにより建造）の海側は流電陽極方式の

電気防食が施されています．セルの海底地盤への根入長は短いため，

セルの土中側にも防食電流が流入している可能性がありますが，実

際に確認した事例はありません．そこで実構造物で，セル土中側の

電気防食特性に関する調査を開始しました．  

 

海 外  USMCA 参加報告 

 10/12-14に，タイのチェンマイで開催された10th International 

Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities 

in Asia (USMCA2011)に，加藤，川端，西田が参加し，次頁 (9)-(11)

の研究成果を発表しました．前週に見舞われた洪水の影響もなく，

各国の参加者と有意義な意見交換ができました．タイの洪水被害が

一刻も早く沈静化することを祈念しています． 

 

ひ と  長岡技大からの実務訓練生 

 10/4から，長岡技術科学大学の原田健二くんを実務訓練生として

受け入れました．実務訓練期間は 10/11～2/24 の予定です．実務訓

練は，同大学の 4 年生を対象に行われていて，当研究室で受入れを

始めて，今年でちょうど10年目になります． 

【原田くんのプロフィール】出身：愛知県春日井市，誕生日：1990

年1月26日，趣味：折り紙，サイクリング，構造・材料研究チーム

の印象：あったかい雰囲気です． 



イベント  地盤・構造研究部門の旅行会 

 9/30-10/1に，地盤・構造研究部門の旅行会で千葉に行きました．

初日は，東京湾フェリーで千葉に渡り，館山の赤山地下壕を訪れ，

夜は宴会で交流を深めまたした．2 日目は，マザー牧場のバンジー

ジャンプや鋸山の地獄のぞきなどを楽しみました．旅行会幹事の河

村くん（空港舗装研究チーム），お疲れ様でした． 
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メンバー紹介 
氏 名 役 職 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 怖いもの 今月のひと言 

構 

造 

岩波 光保 チームリーダー iwanami@ 体重計 車のバッテリーがあがりました． 

加藤 絵万 主任研究官 katoh-e@ 川端さん 暑かったり寒かったり･･･どちらかにして欲しい．

川端 雄一郎 研究官 kawabata-y@ 健康診断 もうすぐ怖いものの時期になりました． 

西田 孝弘 特別研究員 nishida-t@ お酒 コケには気をつけます． 

土田 百佳里 派遣職員 tsuchida-y@ 静電気 逆行中の木星が東の空に．観測良好（天文台）． 

原田 健二 実務訓練生 － フナムシ 来月は一段とがんばります！ 

材 

料 

山路 徹 チームリーダー yamaji-t@ 吠える犬 結局カープは例年通りでした・・・ 

審良 善和 研究官 akira@ 体重 長女が生まれました．「あきら ゆな」です． 

小林 浩之 依頼研修員 kobayashi-h@ 辞令 タイガースも期待はずれでした． 

※ メールアドレスの@以降は，pari.go.jpです．

連絡先 
住 所 〒239-0826 神奈川県横須賀市長瀬3-1-1 

電 話 046-844-5059      FAX  046-844-0255 
URL http://www.pari.go.jp/unit/kozo/ 

 

編集後記：食欲の秋です．なんでも美味しい今日この頃ですが，11月は我が職場の健康診断の月．食欲もセーブ気味です・・・ 


