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

 

研 究 アスファルト混合物の剥離抵抗性の評価方法に関する研究 

アスファルト混合物の剥離は，アスファルト舗装の破損原因の一

つです。剥離とは，混合物中のアスファルトが水の影響で骨材から

剥れる現象です。空港でも供用後数年で剥離が確認されており，設

計時にアスファルト混合物の剥離抵抗性を適切に評価できていない

ことが原因の一つと考えられています。現在，新たな剥離抵抗性の

評価方法を研究中です。   

 

研 究  PCa 版によるケーソン壁の補強効果の評価に関する実験 

 ケーソン壁の損傷を未然に防ぎ、耐力を向上させるため、プレキ

ャストコンクリート（PCa）版をケーソン壁に取り付ける補強工法を

考案しました。実験では、ケーソン模型試験体に２種類の鋼コンク

リート合成構造版を取り付け、耐力や破壊性状などを確認しました。

PCa 版の取付け方法は、作業が海中・海上で行われることを考慮し

たものとしています。結果は、追ってご報告します。  

 

ひ と  新しいメンバーが加わりました。 

 10/1から、材料研究チームの研究官として、与那嶺一秀くんが着

任しました。【与那嶺くんのプロフィール】出身：京都府京都市，誕

生日：1987/8/1，血液型：A型，趣味：冗談，港研での抱負等：5月

に長期暴露試験場を見学した時，研究するならここでと思っており

ました．着任してから 1 ヶ月経ち，親しくなったのは研究所の方々

ばかりではありません．暴露試験場にいるたくさんの子供たち（試

験体）もです．今日も顔を見に行こう！  

 

ひ と  長岡技大からの実務訓練生 

 10/12 から，長岡技術科学大学の松本拓也くんを実務訓練生とし

て受け入れています．実務訓練期間は 10/12～2/22 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11年目になります．【松本くんのプロフィール】

出身：福島県三春町，誕生日：1990/11/14，血液型：B 型，趣味：

卓球，港研の雰囲気：大規模な実験設備  



海 外  運輸分野におけるコンクリート技術セミナーに参加 

9/25-26にベトナム・ハノイで開かれた「運輸分野におけるコンクリート技術セミ

ナー」に参加し、「港湾の施設の技術上の基準・同解説の紹介および港湾コンクリー

ト構造物の耐久性向上」について講演しました．同セミナーの参加者はコンクリート

の品質管理（主に強度）について興味を持たれている方が多かったようです．  
 

海 外  IALCCE2012 参加報告 

10/4-6 にオーストリアのウィーンで開催された 3rd International Symposium on 

Life-Cycle Civil Engineering（IALCCE2012）に加藤が参加し、(17)の研究成果を発

表しました。会議は王宮（右写真）で行われ、豪華な雰囲気の中、構造物の維持管理

に関する最新の研究について情報収集しました。ザッハトルテ、最高でした。 

 

最新の成果発表 
(1) 柳沢昭彦, 渡部要一, 山路徹, 審良善和，海底粘土地盤の物理特性と電気抵抗との相関性に関する検討，地盤工学研究発表会発表講演集，Vol.47，2012.7. 

(2) 河本恭平，山田岳史，岩波光保：孔食を有する鋼板の疲労寿命低下に関する検討，土木学会第67回年次学術講演会講演概要集，Ⅰ-113，pp.225-226，2012.9. 

(3) 原田健二，下村匠，西田孝弘，岩波光保，加藤絵万，川端雄一郎：温度や水分の変動が鉄筋の自然電位に及ぼす影響，同 上，V-008，pp.15-16. 

(4) 網野貴彦，国枝稔，岩波光保，田中亮一：ひび割れを有する超高強度ひずみ硬化型モルタルの鋼材防食性能に関する検討，同 上，V-206，pp.411-412. 

(5) 加藤絵万，川端雄一郎，岩波光保，網野貴彦，田中亮一，国枝稔：UHP-SHCC巻立てによる鋼管杭の補強効果に関する実験的検討，同 上，V-207，pp.413-414. 

(6) 河村直哉，川名太，前川亮太，水谷崇亮，航空機の走行荷重下におけるアスファルト混合物の変形量に対する締固め度の影響，同 上，V-380，pp.759-760. 

(7) 
鈴木哲郎, 清宮理, 山路徹, 竹中寛, 酒井貴洋, 田中亮一：海水･海砂を用いた自己充填コンクリート用高性能AE減水剤(増粘剤一液タイプ)の開発 ，同 上，

V-591，pp.1183-1184. 

(8) 佐野清史, 清宮理, 内藤英晴, 守分敦郎, 山路徹, 馬場勇介：海水･海砂を用いた自己充てんコンクリートの基本的性質，同 上，第V部門，V-592，pp.1181-1182.

(9) 
岩波光保，川端雄一郎，松林卓，安井利彰，水谷征治，佐野清史：中詰材の改良による既設防波堤ケーソンの補強メカニズムに関する実験的検討，同 上，VI-105，

pp.209-210. 

(10) 森田浩史，末岡英二，松林卓，安井利彰，岩波光保，川端雄一郎：中詰材の改良厚さが既設防波堤ケーソンの耐衝撃補強効果に及ぼす影響，同 上，VI-111，pp.221-222.

(11) 
網野貴彦，国枝稔，岩波光保，田中亮一：超高強度ひずみ硬化型モルタルを用いた桟橋鋼管杭の被覆防食および補強技術，繊維補強セメント系複合材料の新しい

利用法に関するシンポジウム論文集，日本コンクリート工学会，pp.393-398，2012.9. 

(12) 中野明，國森雅彦，中川久士，岩波光保，PC床版を用いた桟橋上部工の施工について，プレストレストコンクリート，Vol.54，No.5，pp.30-37，2012.9. 

(13) 
審良善和, 山路徹, 小林浩之, 渡部要一, 板倉新, 高橋小夜佳, 吉田倫夫, 前園優一, 高柳紘貴：海底土中部における防食電流密度と土質特性の関係, 材料と環

境討論会講演集 ,Vol.59, pp.253-256, 2012.9. 

(14) 
米谷直樹, 天谷賢治, 審良善和, 審良善和, 山路徹, 田代賢吉, 飯田知宏，ベイズ推定を用いた海洋鋼構造物の電気防食モニタリング法の開発，同 上

pp.257-260. 

(15) 小林浩之, 山路徹, 審良善和, 審良善和, 大谷俊介, 望月紀保，浜田秀則，湿潤環境下における港湾RC構造物の電気防食特性，同 上，pp.265-268. 

(16) 
N. Kawamura, R. Maekawa, K. Morohashi, A. Shiji, and K. Kamitani: Development of high durable grout for airport prestressed concrete pavement, 

Proceedings of the 2nd International Conference on Transportation Geotechnics, Japan, 2012.9. 

(17) 
E. Kato, Y. Kawabata, M. Iwanami, and H. Yokota: Probabilistic assessment for structural performance of port RC structure, Proceedings of the 3rd 

International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, Vienna, Austria, pp.547-552, 2012.10. 

 

メンバー紹介 
氏 名 役 職 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 得意科目 今月のひと言 

構 

造 

岩波 光保 チームリーダー iwanami@ 地 理 毎年この時期は、いつも腰痛に悩まされます。 

加藤 絵万 主任研究官 katoh-e@ 道 徳 朝、起きるのがつらくなってきました。 

川端 雄一郎 主任研究官 kawabata-y@ 最近家庭科 メガネ男子始めました。 

中村 あゆみ 派遣職員 nakamura-a@ 体 育 今はスッカリ運動不足。今日から筋トレ始めます！ 

材 

料 

山路 徹 チームリーダー yamaji-t@ 歴史(小説） 四十にして結婚しました． 

与那嶺 一秀 研究官 yonamine-k@ 化 学 これからどうぞよろしくお願いいたします． 

小林 浩之 依頼研修員 kobayashi-h@ 図 工 自然の怖さを波崎で体感しました．ビュｩｩｩ－!!! 

空 

港 

河村 直哉 研究官 kawamura-n@ 保健体育 自分はいつまで年齢確認をされるのだろうか。 

鈴木 朱美 派遣職員 suzuki-a@ 現代国語 猫肌（毛）が恋しい季節になりました。 

※ 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（構造）-5641（材料・空港）  FAX 046-844-0255 
URL http://www.pari.go.jp/unit/kozo/ 

 

編集後記：すっかり寒くなりました。秋は本当に短いですね。港研では11月は健康診断の月。今から気が重いです・・・ 


