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＊１　技術センター

1. はじめに
　大成建設は 140 年の歴史の中で，まさに数多くの「地図に残

る仕事」を建設してきた。しかし，これらの地図に残る建築や

インフラ施設は，一朝一夕に完成した訳ではなく，長い年月を

かけた末完成したものが数多い。

　本文は，これらの「地図に残る仕事」の中でも，特に土木系の「大

型プロジェクト」と研究開発との関係に焦点を当て，その研究

開発の歴史や経過，成果について概説する。そして，今後，日

本の建設産業や大成建設にとって必要な研究開発とは何か，将

来の社会動向と必要な技術の方向性についても言及する。

2. 大型プロジェクトと研究開発
　技術センターにおいては，これまで様々な研究開発が精力的

に行われてきたが，そのスタートは 1958 年の技術研究部創設

と言って良い。

　建設産業においては，1950 年代に入り欧米からの技術導入

が活発になり，施工法，構造，材料分野等で技術革新が進んだ。

これに対応して大成建設としての建設技術の向上と会社独自の

建設技術の確立をはかるため，「技術研究部」が創設されたので

ある。翌 1959 年には，橋梁技術分野で，レオンハルト PC 工

法により吉井川橋梁工事が完成し，本工法の国内での普及と技

術の完成を目ざして，研究開発活動が本格的にスタートした。

　ここでは，これまでの研究開発活動の中で主に土木系の大型

プロジェクトに関係の深い研究開発に焦点を当て概説する。な

お，紙面の都合上，大型プロジェクトとしては，本州四国連絡

橋プロジェクト，原油・LPG 等の岩盤内エネルギー貯蔵施設，

東京湾横断道路や首都高速中央環状線品川線等を含むシールド

トンネル，ボスポラス海峡横断鉄道プロジェクト等の大型プロ

ジェクト完成に貢献した解析及び情報化施工技術を取り上げる。

また最近の実験施設拡充や 2011 年 3 月の東日本大震災後の技

術動向やニーズも考慮した研究開発の展望へとつなげる。

2.1 本州四国連絡橋プロジェクト

　本州四国連絡橋プロジェクトは 1960 年代後半より 1990 年代

半ばまでの長期間にわたる大型国家プロジェクトである。地形・

地質・海況等の自然条件が異なる複数の建設地点において設計・

施工条件を考慮し，建設を可能にするための種々の研究開発が行

われた。ここではその中の代表的な分野の研究開発を紹介する。

2.1.1　海底岩盤の超音波無線発破

　本州四国連絡橋児島坂出ルートにおける最長スパンの南北備

讃瀬戸大橋では，1960 年代後半より，30m 以上ある大水深下

の海底掘削に対し，超音波による海底岩盤発破工法の研究開発

が進められた（写真 -1）。魚や船舶のスクリューが発生する超

音波による誤爆を防ぐため，多くの試行錯誤の末，種々の波長

を考慮した信号機爆破システムを完成させ，現場に適用した。

2.1.2 TSL 水中コンクリート

　上記ルートにおいて，橋脚は，海底に設置した鋼製ケーソン

にコンクリートを充填する工法が計画され，材料分離を防ぐた

め水中プレパックド工法の研究開発が進められた。また本工法

をさらに発展させ，1980 年代後半の明石海峡大橋建設（写真

-2）に対しては，低発熱性混合セメントと専用の水中不分離性

混和剤を組み合わせることにより水中で分離することなくセル

フレベリングと低発熱性を兼ね備えた TSL 水中コンクリート

（Taisei Self Leveling Concrete）を開発した。そして，これら

の技術を使った超大型のマスコンクリート施工を実施し，プロ

ジェクトの主塔基礎を完成させた。

2.1.3 明石海峡大橋洗掘防止工及び洋上浮体設備の適用

　2.1.1，2.1.2 で述べたように 1960 年代後半より，本四連絡

橋プロジェクトにおいては施工法，材料等の研究開発を実施し

たが，海底掘削やケーソンの曳航・係留・沈設計画では，水理

実験と現地実験を行った。そして潮流速度最大 4.5m/s の明石

海峡大橋のプロジェクトでは，同じ流速を再現した水槽実験を

　

写真 -1　児島坂出ルートにおける無線起爆発破実験
Photo.1　Wireless Triggering Explosion Test in Kojima-Sakaide Route

大型プロジェクトを支える最先端の建設技術（土木分野）
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行い，洗掘防止工の設計・施工技術を開発した。また，実際の施工

では，（写真 -2）に示すように洋上浮体設備を使った施工が行われ，

本施工法は，その後東京湾横断道路川崎人工島建設にも応用された。

2.1.4 PIC フォーム（樹脂含浸コンクリート高耐久性埋設型枠）の適用

　1980 年代後半に開発された樹脂含浸高耐久性埋設型枠「PIC

フォーム」は，過酷環境下での耐久性向上と施工の合理化を実現

するもので，本プロジェクトにおいても積極的に活用され，

1990 年代の明石海峡大橋や来島大橋の下部工に適用された。本

プロジェクトにおける PIC フォームの適用実績は，中部国際空港

連絡橋など，その後の大型海洋構造物への適用の先駆けとなった。

2.2 岩盤内エネルギー貯蔵施設

　岩盤内に空洞を掘削し，トンネル等の地下空間を造り，種々の

インフラストラクチャーを建設する技術は戦前からあったが，大

規模になった契機は，戦後の水力発電所の地下発電所建設である。

施工機械の発達と NATM 等のトンネル施工法の開発 , 有限要素

法に代表される数値解析技術も目覚ましいものがあり，まさに，

大成建設は総合力で本分野に挑戦してきたと言える。ここでは，

愛媛県・菊間における水封式岩盤内石油地下備蓄基地（1980 ～

90年代）と波方プロパン地下備蓄基地（2000 年代）及び北海道・

幌延における地層処分地下実験施設（現在建設中）を取り上げる。

2.2.1 菊間地下石油備蓄基地の建設（1980～ 90年代）

　日本のエネルギー，特に原油の安定備蓄のため，岩盤内地下

空洞の利用が検討された。中でも菊間地下石油備蓄基地建設に

おいては，地下空洞掘削に伴う地下岩盤の変形解析はもちろん，

地下水封を可能にするため岩盤内地下水の挙動が工学的に問題

となり，大規模な現場計測と解析を合わせた本格的な情報化施

工を実施し工事を完成させた（写真 -3）。

2.2.2 波方 LPG国家備蓄基地の建設（2000年代）

　我が国で初めての水封方式による LPG 貯槽工事であり，常温

高圧（0.97MPa）の LPGを岩盤内大空洞に安全に貯蔵するため，

施工中の高度な地下水管理および空洞安定のための情報化施工

技術が求められた。そこで，当社の地下発電所や石油備蓄空洞

建設の経験をもとに数多くの最先端技術が投入された。すなわ

ち三次元水理地質モデルによる地下水挙動解析技術，グラウチ

ング技術，岩盤モニタリング技術，自己充填型高流動コンクリー

ト「ビオクリート」や材料冷却を含む高品質のマスコンクリー

トの施工管理技術，地下空洞内気流温度解析技術などである（詳

細は後述論文 09 で紹介）。その結果，2012 年 11 月の気密試

験に合格し，2013 年 3月に竣工した（図 -1）。

2.2.3 大深度深地層研究施設の建設（2000年代～）

　我が国の核燃料サイクルの確立に向けた地層処分研究開発に

おいては，従来の土木分野では対象とされなかった地下 1km級

の大深度地下空間の開発及び安全性評価技術が求められる（図

-2）。大成建設では，動燃事業団東濃鉱山坑道でのトモグラフィー

研究開発，釜石鉱山地下試験場での岩盤水理・トレーサー試験，

瑞浪超深地層試験場や幌延での数 100m～ 1000m 級ボーリン

グを用いた岩盤水理試験業務を進めながら，空洞安定解析，広

域地下水シミュレーション技術を開発した。またその成果は数々

のトンネルや地下空洞建設工事に応用し適用されている。

写真 -2　洋上浮体設備を使った明石海峡大橋主塔の建設
Photo.2  Construction of Akashi Strait Main Bridge Tower using the Floating Facilities

写真 -3　菊間地下石油備蓄基地の地下空洞建設
Photo.3　Construction of Underground Cavern at Kikuma Underground Oil Storage Base

図 -1　波方 LPG国家備蓄基地鳥瞰図（JOGMEC資料より）
Fig.1　Bird Eye’ s View of Namikata National LPG Storage Base

図 -2　幌延深地層研究センター（日本原子力研究開発機構のウェブサイトより）
Fig.2  Horonobe Underground Research Center (from web site of JAEA)
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2.3 シールドトンネル分野

　シールド工法は，大都市への人口が集中し始めた 1960 年代

から都市交通渋滞対策の切り札として大きく発展してきた。す

なわち日本の大都市では，騒音，振動や錯綜する都市交通の制

約から開削工法が望めず，多種多様なシールドトンネル工法が

開発されてきた。1963 年には機械式シールド工法が，1967

年には，密封型シールド工法（泥水式）が出現した。その後，

1974 年には，土圧式シールド，1975 年には泥土圧シールド

工法が開発された。

　大成建設においては，これらの種々のシールド工法に対し，

導入直後から積極的に技術開発を実施してきたが，特に，以下

の工法については，独自のシールド工法として技術を完成させ

た。また東京湾横断道路，ボスポラス海峡横断鉄道プロジェク

ト（詳細は後述論文 07 で紹介），首都高速道路中央環状線品川

線（詳細は後述論文 08 で紹介）等の大型シールドトンネルプ

ロジェクトにおいては，総合的なシールド技術をいかんなく発

揮し，この分野における地位を確実なものにした。

2.3.1 特殊シールド工法（球体，異形断面，上向き）

　特殊シールド工法のうち，地上から 1 台のマシンで縦坑と横

坑を連続して掘削できる画期的なシールド工法である球体シー

ルド工法を開発し，花畑シールド以後 15 件の実績を達成した。

この球体式シールド工法では，横坑で直角に方向を変えるもの

や前面の面板を回転させビットの交換や点検を行うものも施工

されている。そして日本の土木技術としては始めて恩賜発明賞

を受賞した（1997 年）。また楕円形や矩形など，地下空間の使

用用途にあった合理的な形状のトンネル掘削を実現する異形断

面シールド工法の開発によって，太鼓型で縦横比が 2：1 の小

田井山田共同溝を施工した（1998 年）。一方，既設トンネル内

からシールド機を上向きに掘進し，立坑を築造する上向きシー

ルド工法も開発した。本工法は，地上の施工時間を制限される

場合，施工用地がない場合，用地まで進入できない場合などに

有効な工法である。御堂筋上向きシールド（2011 年～）への

適用に至るまで数多くの施工実績を有している（写真 -4）。

2.3.2 MMST工法，ハーモニカ工法

　1983 年手掘り式シールドであるが，当時としては世界初の

矩形シールドが中部電力泥江洞道にて施工された。その後，地

上の道路等の公共用地を最大限に使用できる工法として， 

MMST 工法（基本特許：首都高速株式会社）を川崎縦貫線の試

験工事（1995 年）ならびに本線工事（2000 年）（写真 -5）で

実現した。実際の施工に当たっては，詳細な施工法の開発や自

己充填型高流動コンクリート「ビオクリート」を含む材料開発

や構造実験，解析技術が不可欠であり，大成建設の持つ総合力

が試された。一方，鉄道や道路などのアンダーパストンネルを

小型掘削機で分割掘削し最後に大きな断面に仕上げる工法とし

て，矩形シールドの技術を発揮させたハーモニカ工法を開発し

た（2006 年）。本工法は，ニーズに応じ，様々なタイプに変化

させることが可能であり，今後の技術開発が期待されている。

2.4 高度解析技術および情報化施工技術の大型プロジェクトへの適用

　大成建設は，これまで数多くの大型プロジェクトを完成させ

ているが，最近では，有限要素法を含む解析技術や ICT 情報化

施工技術は，建設事業の計画・設計・施工・維持管理になくて

はならないものとなっている。ここでは，大型プロジェクトを

支える 2つの技術分野について紹介する。

2.4.1 地盤及び構造に関する高度解析技術

a) 地盤解析技術

　技術センターでは，長年にわたり地盤の厳密な圧密・せん断・

変形・動的挙動および液状化に関する土のメカニズムと解析技

術について集中的な研究開発を行い，その成果を多くの設計・

施工現場に適用してきた。以下，解析技術によって確実な事業

遂行が可能になった代表的なプロジェクトについて紹介する。

　ボスポラス海峡横断鉄道プロジェクトでは，海峡を横断する

沈埋トンネルについて，周辺地盤の液状化に伴う沈埋函の残留

変形を解析した。さらにその変位を応答変位法で躯体の断面力

を求めて安全性を照査し，海底地盤の液状化対策の効果を確認

した（写真 -6）。一方，羽田空港 PFI プロジェクトでは，液状

　

写真 -4　御堂筋上向きシールド
Photo.4　Midousuji Upswing Shield

写真 -5　MMST工法による内部掘削完了
Photo.5　Internal Digging Completion by MMST Method
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化解析プログラムにより地盤の液状化の程度を評価し，これ

に基づいて過剰間隙水圧消散に伴う沈下を解析し，空港舗装

の安定性・安全性の照査・検討を実施している。同技術は，

後述するように東日本大震災以後の復興プロジェクトにも貢

献している。

b) 構造解析技術

　東京湾横断道路川崎人工島建設（写真 -7）の設計においては，

人工島全体を板要素や立体要素でモデル化した有限要素法によ

る 3 次元解析が行われ，設計に反映された。しかし当時は弾性

解析でしかこのような大規模解析は実施できなかったが，近年

では，解析技術の高度化および計算能力の飛躍的向上により，

コンクリートのひび割れや鉄筋の降伏などを考慮できる 3 次元

非線形解析による検討が実施可能となった。そして本技術は，

原子力発電所の取放水路等の大型鉄筋コンクリート施設の地震

時安全性の照査に対して，その安全性・確実性の向上に大いに

役立っている。

2.4.2 ICT 情報化施工

a) 情報化施工技術

　1960 年代以降，情報化施工の取組みが始まり，現場の施工

状況の把握のための各種センサーによるモニタリング技術が進

化してきた。ダム大型プロジェクトである億首ダム（沖縄）（写

真 -8）において，現場における様々な施工情報を衛星測位シス

テム（GPS）を活用して，位置（X.Y.Z）と時間（T）によって

　　

4 次元管理する 4D-DIS を完成させている。さらにリアルタイ

ムでの全点管理によるダム堤体材料のトレーサビリティー管理

に応用し，プロジェクトの品質保証を確実なものとしている（写

真 -9）。

　一方、ボスポラス海峡横断鉄道トンネルの海峡部における沈

埋トンネル（写真 -6）においては，海峡の複雑な潮流下の施工

に対し 36 時間先までの流況を解析・予測する情報化施工シス

テムを開発した。本システムは， ICT を利用することでトルコ

と日本の間で気象海象のリアルタイムデータを常時交信し，そ

の交信データと気象予測値を基に解析された潮流予測結果を

WEB 上に配信するものである。本情報化施工システムは，発注

者，設計者および施工者の間で気象海象の同時情報共有を可能

とし効率的な施工判断に寄与した。さらに，本工事で蓄積した

ICT 情報化施工技術は，石狩川頭首工建設工事（北海道）にお

いても洪水予測システムとして応用され，出水時における対策

開始判断に利用され工事の安全に大きく貢献した。

b) 無人化施工技術

　無人化施工技術は建設機械を遠隔地から操作する技術で，雲

仙普賢岳（長崎県）や有珠山（北海道）といった火山の災害復旧や，

全国各地の土砂災害復旧工事等に適用されてきた。そして最近

では新たな施工機械の開発や ICT 機器の普及もあり技術の急速

な発展を遂げている（写真 -10）。例えば，次世代の無人化施工

技術として各種センサを搭載したスマート型建設機械や自ら周

囲の状況を把握しながら作業をおこなう自律型の建設機械の開

発が近年進められている（写真 -11）。

　

写真 -6　ボスポラス海峡横断部とトンネル位置
Photo.6  Bosphorus Strait Crossing Site and the Tunnel Location

写真 -7　東京湾横断道路川崎人工島の建設
Photo.7  Construction of Kawasaki Man-made Island in Tokyo Bay Aqua-Line

写真 -8　億首ダム施工状況
Photo.8  Construction View of Okukubi Dam

写真 -9　億首ダムにおける建設材料のトレーサビリティー管理
Photo.9  Traceability Control of Constriction Materials at Okukubi Dam
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　ボスポラス海峡の沈埋トンネル（写真 -6）では，前述した潮

流の複雑さだけでなく，函体設置水深が最大 60ｍと深いことも

施工を困難にした。そこで，函体設置の基礎となる捨石マウン

ドの均し工においては，写真 -12 に示す水中捨石均しロボット

を開発し適用した。水中捨石均しロボットは船上から操作され，

測深器等のセンサーによる計測値を基に均し作業を行い確実な

施工を実現した。

a)

b)

c) 地下連続壁構築技術と情報化施工

　地下連続壁技術は 1963 年ヨーロッパより導入された。日

本では，本技術は支持層や不透水層が深い複雑な地盤条件で

も大規模な地下空間の有効利用を可能にするため特に飛躍的

に発達した。中でも大成建設は超大型地中連続壁工法に挑戦

し，地盤・構造解析技術や新しいコンクリート材料技術，安

定液配合・管理技術，掘削・構築精度管理システム等の研究

開発を行なった。特に 1987 年には大深度化・大壁厚化に対

応した「スーパーTUD工法」を開発した。さらに1992年には，

自己充塡型高流動コンクリート「ビオクリート」を応用した

高強度・連壁用コンクリート「ハイパー連壁工法」を開発し，

極めて高強度かつ高止水性を兼ね備えた連続地中壁の構築を

実現した。連壁構築では，地盤の掘削段階で分解能ミクロン

レベルのレーザー変位計を応用し，掘削深度に関わりなく cm

単位の精度でリアルタイムに管理できる技術を開発し，高精

度な施工管理方法を確立した（写真 -13）。これらの連壁高度

　

情報化施工技術により，従来は仮設構造物であった連続地中

壁を本設構造物と見做せるようになり，多くの大型プロジェ

クトに適用された。例えば白鳥大橋 3P 橋脚（北海道），東京

湾横断道路人工島換気口（写真 -7），東京ガス扇島 LPG 地下

タンク，忠別ダム（北海道）の遮水壁などである。さらに最

近では，スクリュを装備した三軸独立の駆動部（中空油圧モー

タ）で土中を掘り進み山留止水壁を構築する UD-HOMET 工

法 (Underground Dr ive Hol lowMotor Execut ion 

Technology) を開発し，より精度の高い掘削と迅速性及び環

境に配慮した柱列山留壁の施工を可能にした（図 -3）。本施

工法は，和歌山湊町ポンプ場や中之島新線（大阪）をはじめ

とした多くの現場に適用されている。

写真 -11　自律型建設機械の開発
Photo.11  Development of Self Control Type Constriction Machine

写真 -12　ボスポラス海峡プロジェクトにおける
水中捨石均しロボット a) とその施工状況 b)

Photo.12  a) Under Water Rock Leveling Robot and 
b)Construction View at Bosphorus Strait

写真 -10　雲仙普賢岳における遠隔操作状況
Photo.10  Remote Control of Construction Machines at Unzen-Fugendake

写真 -13　地中連壁高精度位置管理システム
Photo.13  High Level Location Monitoring System of Diaphrag
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3. 今後の研究開発の方向
　50 年余の土木系大型プロジェクトに関する研究開発の歴史や

成果について述べた。しかし研究開発の視点から今後の活動を

考える時，以下の 3つの傾向は最大限考慮する必要がある。

①2011 年 3月 11日の東日本大震災を踏まえた防災・減災

②21世紀における地球温暖化・地球環境問題の解決

③建設産業の高付加価値化と大型プロジェクトの積極的取組み

　以下，各分野について，研究開発の課題と最近新設された大

型実験施設について紹介する。

3.1 2011 年 3月 11日東日本大震災を踏まえた防災・減災

　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による甚大な災

害に鑑み，我が国では国土強靭化にむけた取り組みが始まって

おり，建設分野における技術貢献が期待されている。2012 年

に公表された南海トラフを震源とする巨大地震では，その最悪

のシナリオにおいては大規模な津波の来襲が想定されている。

南海トラフに面する太平洋沿岸地域は，人口が密集する都市を

はじめ，我が国の経済を支える産業施設も多く位置している。

したがって，将来発生が予想される南海トラフを震源とする地

震および津波対策に資する研究開発が今後たいへん重要になる。

　臨海工業地帯のコンビナート地区等では，地震に対し既存施

設があっても液状化対策が施工できる工法（写真 -14）等が求

められており，地盤の動的特性を考慮したより高度な液状化解

析技術も必要になる（図 -4）。また，東日本大震災による津波

　

堆積土や原子力発電所事故に伴う放射能汚染土についても，被

災地にとって喫緊の課題であり，地下水や化学分野を含む研究

開発を正面から取り組むべきである。

　一方，津波対策としては，耐津波性の高い構造物の開発が必

要である。具体的には，想定を上回る津波が作用した場合に，

破壊・損傷に至るまでの時間が少しでも長い構造物が求められ

る。これらの要求に対し技術センターでは，写真 -15 に示す新

しい大型津波造波装置を開発・導入した。本装置は水槽内に津

波高 40cm の津波を再現することができ，大縮尺の模型実験を

可能にした。今後，津波の波力評価に関する研究開発，津波に

対して粘り強い構造物の研究開発，また写真に示す津波漂流物

に関する研究開発に取り組む予定である。

図 -4　コンビナート地区における杭基礎構造物の液状化解析結果
Fig.4  Liquefaction Analysis Result of Pile Foundation Structure in the Complex

(a)　津波造波装置

(b)　建物間を漂流する自動車の様子

写真 -15　津波造波装置と漂流物実験の様子
Photo.15 (a)Tsunami Generator and (b)Driftage Experiment

図 -3　UD-HOMET工法による施工状況
Fig.3  Construction view of UD-HOMET Method

写真 -14　既存施設下地盤の液状化対策工法・グランドフレックスモール工法
Photo.14  Liquefaction Countermeasure “Ground-Flex
Mole Method” Applied to the Equipped Ground
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3.2 21 世紀における地球温暖化・地球環境問題の解決

　2013 年の夏は，高知県四万十市において 4 日連続で気温 40

度以上を記録したことをはじめ，各地で時間雨量 100 ミリ規模

の豪雨が多発した。夏期気温が例年を上回る状況，あるいはゲ

リラ豪雨と称される豪雨規模の増加は近年継続しており，地球

温暖化による影響と捉えることができる。IPCC AR４によれば，

今まさに温暖化対策を講じたとしても 21 世紀半ばまでは CO2

発生量の増加等に伴う地球規模の気温上昇を抑制することがで

きず，その効果が発現するのは 21 世紀後半としている。この

ような状況を鑑みれば，温暖化適応策として CO2 貯蔵・削減対

策，自然エネルギーの利用，豪雨・巨大台風による地盤構造物

補強対策や高潮・高波対策が，社会資本整備の一翼を担う大成

建設に期待される研究開発分野になるものと考えられる。

　さらに，我が国の人口は 21 世紀初頭より減少傾向になって

おり，少子高齢化が社会問題となっている。このことは，社会

資本整備を進める上で建設投資環境が厳しいことを意味してお

り，研究開発を遂行する上では低コスト，高寿命，高効率といっ

た観点が求められる。

3.3 建設産業の高付加価値化と大型プロジェクトの積極的取組み

　建設産業は日本社会の成熟とともに，かなり発達してきたの

は事実であるが，さらなる飛躍をするためには，建設産業の高

付加価値化と積極的な大型プロジェクトの取組みが必要である。

ここでは高付加価値化に必要な技術項目と大型プロジェクト参

画への道を探る。

3.3.1 高度な解析・情報化施工システム

　建設産業のさらなる高度化・多様化にとっては，解析技術の

高度化とともに無人化施工システムを含め更なる建設機械の自

律化施工技術を追求していく必要がでてくる。このような様々

な施工環境や情報通信環境に対応すべく写真 -16 に示すように

建設 ICT 実験棟を新設し，その活用とさらなる技術開発を進め

ていく予定である。

3.3.2 CIM（Construction　Information　Modeling）

　CIM は，設計・施工・維持管理までを一貫した３次元構造モ

デルを用いてあらゆる情報を一元管理する手法であり，近年新

しいビジネスモデルとして採用されつつある。今後，建設産業

にとっては，施工管理面での情報化施工の可視化による高度理

解と合意形成に活用していくことが有効と考えられており，前

　　

項の情報化施工技術と融合させたシステム開発が必要である。

3.3.3 大型プロジェクトの積極的取組み

　国内においては，ある程度インフラストラクチャーが整備さ

れてきたとは言え，首都東京を始めとした道路交通ネットワー

クは未だ不十分であり，交通渋滞とそれに伴う多大な経済的損

失をもたらしている。このため，今後外環自動車道をはじめと

した建設が実施され， 2014 年度からはリニア新幹線の建設が

スタートする予定である。これらの大型プロジェクト実現のた

めに，橋梁・トンネル・地下駅・盛土等，建設に伴う地盤・建設材料・

防災や各種施工法の研究開発が求められる。また，現在大型イ

ンフラを含め多くの既存施設の更新時期が来ているため，本格

的な構造物の維持・補修・補強が必要になっており，この分野

の研究開発が強く求められている。

4. 終わりに
　これまで主に土木系の大型プロジェクトに対し研究開発の視

点から，その経過，実績，そして今後の方向性について述べた。

しかし、大型プロジェクトの場合，研究開発部門や設計部門，

施工部門等の多種多様な技術と組織の連携による総合力があっ

てはじめて実現可能となる。また大型プロジェクトは単に国内

ばかりにとどまらず，海外インフラ市場へのパッケージ輸出が，

建設産業の進むべき1つの方向と考えられ，国際的に日本の持つ

先進建設技術と経験が期待されている。今後は，国内外の大型

建設プロジェクトに対し，大成建設ならではの技術とマネジメ

ントで挑戦し，そのための積極的な研究開発が求められる。最

後に本文は著者の限られた知識と体験に基づいているため，必

ずしも正しくバランスのとれた報告とは言えないことを御容赦

願いたい。

 

写真 -16　ICT 実験棟内および遠隔制御室
Photo.16  ICT Laboratory and Operation Booth
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