物流 拠点 の 最適地 検索
到達時間、距離を地図表示
営業向けのソフト開発
今後、同ソフトは９日 国際物流総合展で披露さ
から 日までの間東 京 れる予定で、本格使用は
月以降を予定し てい
ビッグサイト（東京都江
東区有明３‐ ‐ ）東 る。
ホールで開かれる第 回

奨学金の授与式開催
ジョンソンコントロールズ

ゆ き

大震災で被災した学生へ
の奨学金の授与式を開催
した＝写真。
奨学金プログ ラムで
は、８人（うち前年から
の継続５人）の学生がビ
ルディングシステム事業
とオートモーティブシス
テム事業の各日本法人本
社でインターンシップに
参加する。インターンシ
ップで参加者は、ビジネ
ス研修や従業員とのコミ
ュニケーションを体験す
る。

インターンシップも実施
ジョンソンコントロー
ルズビルディングシステ
ムズとオートモーティブ
システムズは１日、東京
・渋谷区のビルディング
システムズ本社で東日本

超えてきた
場 合 、鉄 道
や道路等の
盛土構造が
２番堤とし
て地域の被
害を低減す
る役割が期
待されてい
る。
鉄道総研
は 、こ れ ま
でに実施した波浪模型実
験などによる結果を踏ま
え、盛土構造物は主とし
て、①津波来襲前の地震動
により、盛土の本体（堤体）
やのり面工に損傷が生じ
る、②この状態で津波が来
襲し、津波が盛土を越えて
長時間流れることにより、
盛土が侵食される、③さら
に、盛土を越えた水（越流
水）が山側（内陸側）の盛土

ひ ろ

建設工業経営研究会

新副会長に竹島氏

総

会

建設工業経営研 究会 就任した。
（中村満義会長）は８月
総会後、講演会「経営
日、定期総会を東京・ 事項審査への影響を考え
中央区の天候会館 で開 る～ＩＦＲＳ （顧客と 等を巡って～」（公認会
き、事業計画案と収支予 の契約から生じる収益） 計士・税理士丹羽秀夫氏）
算案を了承した。また、
を開いた。収益認識の新
新副会長に竹島克 郎氏
基準であるＩＦＲＳ に
沿った形で日本基準の改
（日建連常務執行役）が
定が実施された場合の売
上高、完成工事高の計上
をめぐる考え方、経営事
項審査の総合評価値に及
ぼす影響などのレクチャ
ーが行われた。

土計画を見据える。
「多
様で具体的プロジェク
トを盛り込んでおり、国
土交通省の国土グラン

のり面下部（のり尻）付近
の支持地盤を侵食し（落
堀）、それによって盛土が
さらに不安定化する、とい
うメカニズムで破壊に至
ったと結論付けた。
この結果を踏まえ、鉄道
総研は、耐震性に加えて長
時間の津波越流にも耐え
る新しい補強土構造物を
提案した。新構造は、鉄道
総研が開発した補強土工
法（ＲＲＲ工法）を発展さ
せたもので、面状の高分子
材料系地盤補強材である
ジオテキスタイルで盛土
本体に高い耐震性を持た
せると同時に、盛土底面に
セメント改良した礫土層
を配置する。このセメント
改良礫土層により、盛土本
体の剛性が大きく向上す
ることから、長時間の津波
越流によって盛土周辺の
支持地盤が侵食されても、
盛土本体が不安定化して
変形・破壊するのが防止さ
れる。
なお、今回の研究におい
ては、 ～ 年度の共同研
究「津波に対して壊れない

絞り込み、東京五輪の前
後など中長期の計画ス
パンに応じた事業工程
マップの検討などを進

三井住友建設は、同社の 善事例を土木、建築躯体な
協力会社で構成する真栄 ど４部会に分けて発表す
会会員による「第５回協力 る場。
会社改善事例発表会」を東 発表会では、則久芳行社
京・中央区の本社で開き、 長＝写真＝が「良い改善事
約２３０人が参加するな 例をその現場だけで終わ
か改善事例 件が報告さ らせるのではなく、真栄会
れた。
会員会社全体で共有して
同発表会は、品質、安全、 実施し、さらに改善し続け
コスト、工程、環境および ることで高品質の構造物
その他の６分野を対象に をより効率的に、そして安
会員各社が日頃の現場施 全に作ることが可能とな
工で創意工夫を積み重ね る。我々が共に手がける構
た結果、成果の上がった改 造物のさらなるレベルア
ップとともにコストダウ
ンにもつながる」と挨拶。
また、佐々木汎真栄会連
合会会長は、業界を取り巻
く人材不足に触れ、
「作業
の効率化を図るべく技術
力の強化が勝ち組になる
ための重要な要素」とし
「各社、各人の知恵を出し

協力会社全体で共有を

業技術総合研究機構農村 合い作業の効率化、安全化
粘り強い盛土構造物の構 工学研究所、複合技術研究 に取り組んだ成果を発表
〝ものづくり日本一〟を
築技術の開発」を通じ、東 所から技術的な助言、指導 し、
めざす企業集団として全
京理科大学、農業・食品産 を得ている。
体的なレベルアップを図
るいい機会」と述べた。
今回の発表会では、土木
部会から乾式スパッツ下
第５回改善事例発表会
の土砂排出作業の軽減化
（中部支店真栄会、水谷建
設）、移動作業車における
張出型枠ウェブ部墜落防
止用安全手摺の考案（九州
真栄会、創）との２件、建築
躯体部会が屋上パラペッ
ト型枠工事の見直し（横浜
支店真栄会、山田興業）、建
築仕上部会からは「取合他
業種へのお願いシート」の
活用（東京建築支店真栄
会、ちの）、建築設備部会は
小労力で簡単・正確に風量
を測定（広島支店真栄会、
中電工岡山統括支社）の計
５件がそれぞれ優秀賞に
選ばれた。
そのほかの改善事例は
次の通り。
〔土木部会〕▽大型土
のう製作時の安全作業に
ついて（北海道支店真栄

ビルディングシステム
ズのマーク・カトラー社
長は、「東日本大震災の
傷跡は今も深く残り、皆
さんもご苦労されたと思
う。しかし、あきらめな
い姿勢や強い気持ちをも
つことで困難は必ず克服
できる」と述べた。
学生代表の木幡光さん
（東北大学大学院生命科
学研究科博士前期課程２
年）は「震災から３年半
が経とうとしている。奨
学生にできる最大限の恩
返しは、日本や世界で活
躍できる人材となり、自
らの能力を社会に還元す
ること」と述べた。
29

経営などのモデル構築
の検討に着手する。
「多
様な民間事業者が産業
横断的に参画するＪＡ
ＰＩＣの特色と発想を
生かし、自治体とともに
地域活性化マネジメン
トを検討していく」。
【略歴】 年３月九州
大卒、同年４月新日本製
鉄入社。 年７月本社総
務部広報センター所長、
年４月同環境部長、
年 月新日鐵住金環境
部長就任、 年４月同参
与環境部長を経て、現在
に至る。趣味は古代史、
建築探訪、短歌・俳句な
ど。山口県出身、 歳。

会、丸エム南建設）▽床
版嵩上げ用型枠の固定治
具（東北真栄会、太志建
設）▽セグメント架設作
業における安全帯使用状
況（東京土木支店真栄会、
西和工務店）▽泥土圧シ
ールド工初期掘進時の排
土・残土処分方法の改善
案（大阪支店真栄会、大
起工業）▽夏季作業時の
環境改善〈熱中症対策、
品質確保〉（広島支店真
栄会、北部組）▽鋼管溶
接作業時の工夫（四国真
栄会、田邊建設）
〔建築躯体部会〕▽モ

京橋地域の対応力強化

総会後の懇親会で、藤
木茂美理事＝写真＝は、
「 年度の五輪開催準備
などが進められる中、社
会全体の建設業に対する
期待を高まっている。建
設業の発展と社会発展に
寄与していきたい」と挨
拶、経研の活動を今後も
積極的展開していく意向
を示した。

周年記念式典

免震構造採用増加

創立

ックアップ〈実物大模型〉
の作成による事前検討
（北海道支店真栄会、旭
イノベックス）▽型枠工
事における床段差型枠の
改善（東北真栄会、井上
兄弟建設）▽加工場にて
柱筋先組システム（大阪
支店真栄会、池内工業）
〔建築仕上部会〕▽熱
中症対策（横浜支店真栄
会、セラミックワン）▽
勾配レベラーを使用した
施工による品質向上と省
力化（中部支店真栄会、
知多業務店）▽鉄骨階段

日本免震構造協会（和
田章会長）は１日、東京
・港区の明治記念会館で
創立 周年記念式典を行
い、関係者約２００名が
参加した。
和田会長は「新しく建
てられる病院や東北の建
物は免震構造を採用して
いるところが多く なっ

ノンスリップの取付方法
の改善（九州真栄会、鐘
川製作所）
〔建築設備部会〕▽床
ハーフＰＣにおける床ス
リーブ材の再利用（東北
真栄会、桐谷設備）▽住
戸内照明器具付け時の作
業効率の改善（横浜支店
真栄会、六興電気）▽地
中引込配管の水圧ボーリ
ングによる構内作業（中
部支店真栄会、三機工業
中部支社）

た。免震構造を勧めると
き、最初はコストがかか
るといわれてきたが、現
在は『なぜうちは免震構
造じゃないんだ』と言わ
れることが多くなったと
聞く。家や官庁などの建
物は壊れないこ とが重
要」と挨拶した。
記念式典では、「協会

全社一斉防災訓練を実施

年のあゆみ」で同協会
ができる前に免震構造の
研究や実験が行われてき
たことを説明。その後に
日本建築学会の免震構造

小委員会で「免震構造協
会」の設立が提案、数年
後に協会設立準備委員会
が行われ、鉄鋼会館にて
行われた設立総会および
理事会で協会が発足した
経緯が解説された。
「協会 年のあゆみ」
のあとには功労者表 彰
式、宇宙航空研究開発機
構宇宙科学研究所の森田
泰弘教授による記念講演
「イプシロンロケットの
挑戦」が行われた。

鹿島
（９月１日）関西支店技師長（関
西支店土木部土木工事管理部
長）内藤雅文▽東京建築支店見積
調達本部次長（東京建築支店見積
調達本部調達部長）坂井昭▽同調
達部長（同北２条西４丁目計画工
事事務所長）伊藤樹
新菱冷熱工業
（ 月１日）丸の内支社担当兼
北海道支社担当、常務執行役員都
市環境事業部長小谷治昭▽常務執
行役員（執行役員）燃料エネルギ
ー事業部長胤森望▽同（同）首都
圏事業部副事業部長佐々木賢治▽
丸の内支社技術担当兼北海道支社
技術担当、執行役員都市環境事業
部副事業部長鈴木昭彦▽丸の内支
社営業担当兼北海道支社営業担
当、同稲辺一人▽執行役員、新菱
テクニカルサービス代表取締役社
長高橋仁▽同、機器設備事業部長
山口武男▽丸の内支社長（東北支
社営業部長）村上浩治▽北海道支
社長（中国支社営業部専任部長）
木村裕幸

プロマトリッ クス社
シンガポールＤＣ
は、データセンター設備
設備企業の株取得
の専門企業として、提案
ＮＴＴファシリティーズ から工事、保全までを一
ＮＴＴファシリティー 貫して提供することがで
ズは、シンガポールのデ きる。
ＮＴＴファシリティー
ータセンターエンジニア
リング会社であるプロマ ズは、同社への出資を通
トリックスの過半の株式 じ、東南アジア地域での
を取得することで株主と 事業基盤構築を図る。Ｎ
合意した。今後、プロマ ＴＴファシリティーズの
トリックス社は、ＮＴＴ データセンターエンジニ
ファシリティーズグルー アリング技術とプロマト
プの一員となる。株式譲 リックス社の設備技術力
渡は 月に実施す る予 を組み合わせ、シンガポ
定。
ールや近隣諸国のデータ
センター市場に対し、総
国約 拠点に現地災害対 合的なエンジニアリング
策本部を立上げ、従業員 サービスを提供する。
の安否確認、初動対応に
おける役割分担の明 確
化、事業復帰時期の判断、
人 事
従業員の帰宅可否の 判
断、帰宅困難者への備蓄
品の配布など、初動対応
の一連の流れについて訓
練した。
野崎秀則社長は、災害
対策本部会議で、「今回
の訓練では、従業員の安
否確認、初動対応におけ
る役割分担の明確化およ
び従業員の帰宅可否の判
断などで一定の成果が得
られた。今後は、今回の
防災訓練の結果を元に幅
広く課題を洗い出し、Ｂ
ＣＰを充実する必要があ
る」と述べた。
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回の商談で活用ができる
などのメリットがあり、
利用者は主に大和ハウス
工業とフジタの社員が中
心となる。

津波越流に強い盛土構造開発

寺市の鉄道総研国立研究
所で新構造の縮尺模型を
用いた津波越流模型実験
を公開した。
年に発生した東北地
方太平洋沖地震では、鉄道
盛土が津波によって、流
出、浸食といった甚大な被
害を受け、長期に渡り運休
を余儀なくされた。また、
今回の津波被害の経験か
ら、巨大な津波が防潮堤を

模型実験で効果実証

種盛土構造物の津波越流
に対する耐性を検証した
結果、補強土構造ではない
従来型の盛土構造は、地震
動に対して十分な耐力を
有していても、津波越流に
よって容易に崩壊するの
に対して、新構造は長時間
の津波越流で支持地盤が
侵食されて
も盛土本体
が崩壊しに
くいことが
実証され
た。今後、
年度内の設
計法の確
立、 年度
初頭の設計
・施 工 マ ニ
ュアルの取
りまとめを
予定してい
る。２日に、
東 京・国 分

か わ

ＪＡＰＩＣ専務理事に就任した
ま る

氏

めていくことになる。
新たな取り組みとし
て、地域活性化委員会を
９月に発足、市町村イン
フラや公共施設経営、広
域エリアにまたがる再
生エネルギーシステム

20

日本免震
構造協会

20

20

練」を実施した。現地災
害対策本部＝写真＝を立
上げ、既往の「事業継続
計画（ＢＣＰ）」に加え、
初動対応の手順を詳細に
定めた「ＢＣＰ初動対応

10

30

20

Ａ Ｃ Ｋ
グループ

三井住友建設

12

大 和 ハ ウ ス
グ ル ー プ
丸川 裕之

込みなど、宗岡新体制の
今後の活動を支えてい
く」と抱負を述べる。
日本創生国土計画第
２次提言でＪＡＰＩＣ
は、持続的成長の引き金
となる戦略的投資基盤
を軸とした新たな国土
計画の長期構想を立案

国土創生へ具体プロ検討
ドデザインを先導する
意味合いも持つ」。今後
は実現をめざす具体的
な個別プロジェクトの

58

鉄道総研

する。東京五輪を目標期
間のマイルストーンと
しながら、２０５０年の
長期スパンで将来の国

20

10

11

今夏、
宗岡正二
新会長の
就任にあ
わ せ 、新
日鉄住金
総務部広報センター主
幹から専務理事事務局
長に。
「ＪＡＰＩＣは
年の長い歴史の中で、
様々なプロジェクトを
実現させてきた。政策提
言プラットフォームで
ある日本創生委員会の
提言も固めたところ。そ
の具体化に向けた絞り

10

13

11

内で他の日に読み替えて
閉所を実現しようとして
もなかなか実現できない
厳しい状況が窺えるとし
ている。
さらに、技術職員や技
能労働者不足など依然と
して作業所を取り巻く環
境は改善されず、閉所率
の低下に歯止めがかから
ない状況が続いていると
も指摘している。
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丁目西町会、京橋２丁目
東町会、京橋宝１町会、
京橋宝２町会。訓練協力
第 回総合防災訓練実施
は中央区総務部防災課、
戸田建設などの企業や 時における地域対応力の 京橋消防署、中央警察署。
京橋１丁目東町会などの 強化を目的に実施してい
訓練では、企業・町会
町会で構成する「京橋１ る。
ごとの防災訓練、企業・
丁目災害協議会」による
参加団体は、戸田建設、 町会の相互扶助訓練、消
「第 回京橋地域総合防 国際紙パルプ商事、全国 防署・警察署と企業・町
災訓練」＝写真＝が２日 信用協同組合連合会、京 会の行政連携訓練などが 編」に沿って、「円滑な
初動対応の実践」をテー
に行われ、約１３００人 橋１丁目東町会、京橋１ 行われた。
マに訓練を実施した。
が参加した。
同グループでは、社会
同訓練は、共助の精神
インフラ整備に携わる企
に則り、大規模災害発生
業として、地域の災害復
円滑な初動対応実践
旧にいち早く貢献するこ
とを目的として、毎年「防
災の日」の前後に、確実
な事業継続に資する全社
一斉防災訓練を実施して
いる。
今回の全社一斉防災訓
練では、同グループの全
10

12

1

11

15

日 建 協

15

戸田建設ら

ＡＣＫグループは８月
日、グループ各社の全
拠点において、最大規模
の地震を想定した全従業
員参加（１８００人規模）
による「全社一斉防災訓

10

新しい補強土構造物の概要

大和ハウス工業、フジタおよびフレームワー
クスの大和ハウスグループ３社は、パソコンや
タブレット端末に移動時間や距離といった立地
条件を入力するだけで、物流拠点の最適な建設
地を地図上で表示できる検索ソフトを共同開発
した。顧客が提示する立地条件に併せて大和ハ
ウス工業、フジタが所有する土地情報から最適
地を示すことが可能で、今後は両社に所属する
社員の営業ツールとして展開する。

14

津波越流実験の様子

12

ースに３社が開発。
高い耐震性
ソフトが持つ機能は、
も備える
物流拠点から一定時間が
経過した際の到達距離を
鉄道総合技術研究所は、
表示する「到達圏検索」、 大地震に対する耐震性に
納品や仕入れを行う訪問 加えて、長時間の津波越流
先を登録したうえで物流 （津波が堤体を越えて流れ
拠点からの距離と時間を る現象）が発生しても破壊
最大５件表示できる「ル しにくい盛土構造を開発
ート検索」に加え、その した。地震動を加えた後に
訪問先から主要道路の距 長時間の津波越流を再現
離や時間、労働人口など できる実験装置により、各
集約した物件情報も表示
可能。

事で完全閉所率が同０・
４％減、建築工事で完全
閉所率が１・８％増と微
増した一方、読み替え閉
所率は土木工事で ・７
％（前年同月比２・７％
減）、建築工事で ・７
％（同１・７％減）と、
ともに前年６月の結果を
下回った。
完全閉所率は微増した
が、それ以上に読み替え
閉所率が低下する結果と
なった。日建連は、同月

29

19

13

36

16

81

07

13

検索ソフト「ＤＦⅡ‐
ｇｌａｓ（ディーエフツ
ー・グラス）」は、過去
３か月間の自動車走行デ
ータに基づいて大和ハウ
ス工業とフジタが所有す
る土地の登録情報の中か
ら、物流関連企業や入居
希望者が条件を入力する
と物流拠点の最適な建設
地を表示するもので、携
帯電話向け経路検索サー
ビス大手ナビタイムジャ
パンの検索エンジンをベ

60

45

11

10

同ツール
を活用する
営業マンに
とっては、
顧客への商
談のしやす
さとそれに
伴う受注速
度の向上が
図られるほ
か、受注に
結び付かな
かった他社
の提案も次

同月比１・０％増の ・
３％、他の土曜日や平日
に運動日を読み替えて閉
所した作業所を含む閉所
率である「読み替え閉所
率」は同２・０％減の
・３％だった。
閉所率を土木・建築工
事別にみると、土木工事
では ・４％を前年同月
を３％下回り、建築工事
で ・９％と前年同月比
同水準だった。
今回調査では、土木工

40

検索結果の表示イメージ

閉所率の低下止まらず

09

６月統一土曜閉所運動結果
日本建設産業職員労働
組合協議会（日建連、植
村芳輝議長）は２日、
「
年６月統一土曜閉所運動
結果」をまとめた。閉所
率は前年同月比１・１％
減の ・７％。閉所率の
低下が止まらず、６月の
運動で比べると 年６月
以降で最も低い閉所率と
なった。
内訳は、運動日当日に
閉所した作業所割合を示
す「完全閉所率」が前年
52
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日
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月
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