
磯子火力発電所 全景 施工完了状況

「ハイドロリキッドタイト」の特徴
　「ハイドロリキッドタイト」は、ポリイ
ソシアネート化合物を主成分とした薬
液による止水剤です。水に良く分散・反
応し、反応した樹脂は急速に含水し体
積膨潤してゴム弾性ゲルを形成するの
で「ハイドロリキッドタイト」は、大量の
水を固体 or ゲル化させる事ができます。つまり発泡や界面活
性作用(体積膨潤)により、地盤などのクラック、空隙に良く浸
透し土粒子等と強固に接着するため優れた止水・シール・安定
化効果が得られます。

「ハイドロアクティブタイト」の特徴
　「ハイドロアクティブタイト」は、ポリ
イソシアネート化合物を主成分とした
薬液による止水剤です。触媒と混合さ
せた「ハイドロアクティブタイト」は、水
と反応することで炭酸ガスを発生し微
細な空隙にも浸透し高強度で止水性の
高い固結体、止水層を形成します。さらに「ハイドロアクティブ
タイト」の硬化物は化学的に安定しており、疎水性を保持して
いるため、水に溶け出さず土壌汚染等の影響を及ぼすことが
ありません。水道施設の技術的基準を定める省令の浸出試験
方法による試験項目及び基準値に適合しており、配水池等の
浄水施設の止水材としても使用することが出来ます。また耐ア
ルカリ性に優れている為、アルカリ性であるコンクリートのク
ラック注入しても劣化することなく止水層を形成し続けます。

発 行：レジテクト事業グループ 本部　 広瀬

〒163-0825 東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿NSビル25F
TEL：03-5381-0666　 FAX：03-5381-0670
MAIL:  resitect@dyflex.co.jp
U R L:  http://www.resitect.net/index.html

2010.08／1,500

通信

第24号
２０１０

構造物・保護防水

レジテクト事業グループ
札幌／仙台／新潟／東京／名古屋／大阪／福岡

工事名称： 深川地区農業用水路補修
施工地域： 北海道深川市
発 注 者： 北海道深川市
工　　期： 平成22年4月27日
工　　法： レジテクトCVスプレー工法（開水路仕様）
施工部位： 農業用水路
施工会社： 株式会社アイ・ディー・エフ
施工規模： 約12㎡

会員施工物件

フリー発泡で
約20倍に
体積膨張します。

地下構造物等の漏水対策用の疎水性止水剤「ハイドロアクティブタイト」と
親水性止水剤「ハイドロリキッドタイト」販売開始 新 製 品 紹 介

磯子火力発電所新2号機新設工事にCVスプレー工法（SQS工法）採用（神奈川県）
　本工事前に石炭受け入れ桟橋新設底部コンクリートに発生
したクラックの処理をUカットコーキング及びCVスプレー工法
（SQS工法）にて防水を行い1ヶ月経緯観察後、問題なかったた
め今回工事の受注に至りました。
【採用理由】
・・他業者が2度クラック処理を施工していたが1週間後には
コーキングが剥がれている経緯があった。

・既存U字溝の老朽化により、目地部及び底部均しコンクリー
トからの雨水流出及び地山からの地下水流入を防ぐ為。

　今回電源開発様に初めてご採用いただき高評価をいただき
ました。
　今後全国的に同施設の保護・防水工事においてCVスプ
レー工法（SQS工法）が採用いただけるよう、Ⅱ期工事（平成
22年7月～予定）も全身全霊をもって取組む所存です。

〔藤信化建株式会社　常務取締役　豊田 將巳〕

深川地区農業用水路補修にCVスプレー工法試験施工（北海道）
　弊社はレジテクト事業の拡販を考え、以前から旭川市を中
心として近郊の土地改良区事務所にレジテクト工法を用いた
用水路の改修提案を行なってきました。その結果旭川市に隣
接する深川市の土地改良区事務所で水路を使う前に試験施
工をすることで話がまとまりました。
　更に深川市近郊には土地改良区事務所がほかにもあるた
め、他の土地改良区事務所にも声を掛け出来るだけ多くの人
にCVスプレー工法（開水路仕様）を見てもらうよう働きかけを
しました。その結果、他の土地改良区事務所と農業主体のコン
サルタント会社も見に来てくれることになり、当日は2つの土地
改良区事務所事とコンサルタント会社が参加し総勢で約30名
の方が集まりました。
　今回の試験の目的は第一に土地改良区事務所に実際のCV
スプレー工法（開水路仕様）を見ていただき、今後の採用につ
なげることと、第二にCVスプレー工法（開水路仕様）の下地処
理の簡素化と仕上げの精度を上げることを目的として前処理と

して圧縮空気混入システム工法を導入いたしました。
　私どもは以前に富良野土地改良区事務所発注で平成19年10
月に約500㎡の施工を行なっており、当時の施工ノウハウがあ
るため、試験施工は何ら問題も無く、超速硬化型ウレタン工法
であるCVスプレー工法の施工性と物性の良さを理解してもらう
ことが出来ました。
　また、寒冷地域では、下地補修で使用するポリマーセメント
モルタルと既存コンクリートとの層間剥離が問題となっている
ため、下地補修ポリマーセメントモルタルの代替として圧縮空
気混入システム工法を本試験施工の一部分に使用しました。
その結果、下地の状況によって異なりますが、想像以上に塗膜
のピンホールの発生を抑える効果があることが判明しました。
　今後については技術の改良、工夫をより高めながら、今回の
試験施工の評価を活かして本採用につなげていきたいと考えて
おります。

〔株式会社アイ・ディー・エフ　営業次長　政ニ 昇〕

深川地区農業用水路 全景 施工完了状況

工事名称： 磯子火力発電所新2号機　諸装置　構内排水内面
施工地域： 神奈川県内
発 注 者： 電源開発株式会社（J－POWAR）
工　　期： 平成21年2月～平成22年2月
　　　　  （Ⅱ期工事：平成22年7月～予定）
工　　法： レジテクトCVスプレー工法（SQS工法）
施工部位： 排水U字溝
施工会社： 藤信化建株式会社
施工規模： 1,500㎡

会員施工物件

　株式会社ダイフレックスは、地下構造物のクラック等からの
水流の少ない漏水を止水する材料である疎水性止水剤「ハイ
ドロアクティブタイト」と土留壁等からの多量に漏水している
箇所を止水する材料である親水性止水剤「ハイドロリキッドタ
イト」の販売を開始いたしました。弊社としても止水分野を大
きな柱と考えて取り組んでいきますので、BN会員の皆様と一
致団結して止水事業のシェア拡大していきたいと思います。皆
様のご協力の程よろしくお願いします。
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〔株式会社ダイフレックス　レジテクト事業グループ 本部〕

ハイドロリキッドタイトハイドロアクティブタイト

疎水性止水材「ハイドロアクティブタイト」と
親水性止水材「ハイドロリキッドタイト」の比較

項　目

樹脂組成

硬化剤

硬化物特性

耐アルカリ性

使用方法

寸法安定性

主用途

ハイドロアクティブタイト

疎水性骨格

水・海水（要触媒）

硬質発泡硬化物

○

原液注入

吸水膨潤なし

クラック注入
シール止水

ハイドロリキッドタイト

親水性骨格

水・海水（触媒不要）

ゴム弾性ゲル

△

水希釈注入

水中で吸水膨潤
空気中で乾燥収縮

多量の湧水・漏水止水

空隙に良く浸透し
土粒子等と強固に
接着します。

施工中

8 通信 vol.24 1通信 vol.24

農業水路関係／水路関係
（上段） （下段）



ライセンス講習会状況

日本ポリウレアスプレー工法協会ライセンス更新講習及び認定試験実施（大阪府・東京都）
　日本ポリウレアスプレー工法協会では、去る平成22年5月25
日（火）西日本会場、平成22年6月1日（火）東日本会場にて
「第8回専門技術者資格認定試験・同更新講習」を実施致し
ました。ご承知の通り、日本下水道事業団の「下水道コンク
リート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（平
成19年7月発行）に施工者は専門技術者を選出し、届け出るこ
とが規定されました。防食工事施工にあたっては、専門技術者

の届出が必要になっております。また、防食技術マニュアルの
改訂や「下水道コンクリート防食工事・施工品質管理の手引き
（案）」が下水道業務管理センターから発行されています。
（平成20年7月発行）
　今回は、更新講習受講者75名と認定試験受験者79名の合
計154名が参加されました。午前の講義は、5年以前に専門技
術者認定証を保有されている技術者（更新講習受講者）と新
規に認定証を取得される技術者（認定試験受講者）が対象と
なり、同協会技術委員長より「下水道コンクリート構造物の腐
食抑制技術及び防食技術マニュアル」平成14年版と19年版の
内容の差異について、午後からは、同協会技術委員よりポリウ
レア樹脂、専用スプレー機の特性等のポリウレア樹脂工法に
特化した内容で講義がありました。認定試験受験者の合否
は、7月初めにライセンスの発送をもってお伝え致します。
　今後も同協会は、日本下水道事業団マニュアルに規定され
たコンクリート防食の品質管理に携わるポリウレア樹脂を扱う
専門技術者の技術水準の標準化を図り、社会的貢献に努めて
いきます。

〔日本ポリウレアスプレー工法協会　技術委員〕

土地改良技術事務所　農業土木展示室にＳＱＳ（ＣＶスプレー）工法採用！（埼玉県）
　安定した農業生産と食料供給を維持していくためには、水
田や畑、水路や頭首工、ダムなど農業生産に関わる様々な整
備が必要となります。また、農業農村の多面的機能の維持や
農村部の生活環境整備なども重要な課題となります。土地改
良技術事務所は、農業農村整備事業がより効率的に、より効
果的に行われるよう、専門的な技術支援を行っている組織で、
東北から九州まで七箇所に設置されています。関東農政局土
地改良技術事務所は、関東農政局管内の一都九県（茨城、栃
木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野及び静岡）の
支援を担っています。
　当事務所では、農業農村整備事業に関わる国や県、市町村
や土地改良区等の農業土木に関する歴史や技術の変遷、また
新技術や新工法等の情報提供の場として「農業土木展示室」
を平成11年から開設、運営しています。展示室には、模型やパ
ネル展示などを用いてわかりやすく説明しています。研修や会
議、業務打合せ等で来所された方々や近隣の小中学校生、一
般の方 も々見学に訪れています。
　室内には常設展示コーナーや資料室のほか、企画展示、新
技術展示、映像展示の各コーナーを設けており、パネルや模
型など趣向を凝らした展示を行っています。新技術コーナーで
は、新技術導入農業農村整備事業評価委員会で啓蒙普及す
べきと評価された新技術・工法を展示しています。これらは、
民間の建設会社や設計会社などから募集したもので、品質の
向上や工事の効率化、コストの削減などを実現できる新技術
に対してSQS（CVスプレー）工法が農業開水路長寿命化工法

の1つとして平成22年11月まで展示されています。当事務所で
は新技術13社に対して関係者を集い研修会等を行っていく予
定です。今後の農業用開水路ストックマネジメントに対して良
いPRの場所ともなりますので皆様もお時間のあるときに是非、
足を運ばせてください。

土地改良技術事務所　農業土木展示室
所 在 地： 〒332－0026　埼玉県川口市南町2－5－3
電話番号： 048（254）0511
FAX番号： 048（251）3236
入 館 料： 無料
開館時間： 平日のみ8：30～16：30　土休日休館

〔SQSシステム工法協会　水利系・コンクリート保護部会長〕

農業土木展示室案内看板

「セラゼックス」施工例
首都高　山手トンネル
H.19～21 　14,000㎡

無機質・無溶剤・常温硬化形コーティング材「セラゼックス」のご紹介
　皆さんがトンネルを走行されている時に、このような写真を
見られたことはないでしょうか。トンネルの側面に約２ｍ程の
白く塗装している部分がありますが、これは「視線誘導塗装」
と言います。トンネル内において内装面を明るい色にすること
により、人・物の存在を見やする役割を持っています。実は、デ
ザイン性だけではなく、安全な走行環境の維持に大きく貢献し
ていたわけです。ここで使用されている塗料が、「セラゼック
ス」です。セラゼックスは無機質なため従来工法のパネルやタ
イルに匹敵する耐候性・耐久性と耐汚染性を可能にしました。
また、無溶剤塗料のため、閉鎖的環境下での施工も安全に施
工できます。事故による火災時には内装材が延焼しません。こ
の特徴を活かし、首都高山手トンネルをはじめ全国にて御採
用いただいています。トンネルを走行される際、よく注意して見
ると商売の種が転がっているかもしれません。
　また、ガラスと同等の硬度を持つ特徴を活かし、らく書き防
止システムとしても実績が拡大している「セラゼックスRV」も
今後注目される工法ですのでよろしくお願い致します。

〔株式会社ダイフレックス　レジテクト事業グループ 本部〕

新型吹付け施工システム　DFX－70SR　デビュー
　この度、平成22年5月に、超速硬化ポリウレタン・ポリウレア
土木施工専用の新型吹付け施工機「DFX－70SRシステム」の
実稼動を開始しました。
　これまで、当社は建築施工向けに「DFX－7Sシステム」、土
木施工向けに「TECTシステム」を設計・開発し、市場に供給
して参りました。
　「DFX－7Sシステム」は、汎用吹付け機「H－2000システム
（発泡ウレタン専用システム）」の性能を踏襲し、能力不足で
あったヒーター設備を強化することにより、材料循環加温作業
を省略することが可能となり、大幅な省力化及び施工能力の
向上が実現できました。
　しかし、現場施工の品質管理においてシステムが正常に作
動しているか、吹付けした塗膜は確実に物性発現しているか
の判断・管理は、オペレーターの管理能力に委ねられており、
極まれに硬化不良などの施工事故を引き起こしていたことか
ら、土木の施工管理においては「確実な物性が発現する管理
システム」が必要となりました。そこで開発されたのが「TECT
システム」です。この土木専用のシステムは、“システム自身が
自己管理”し、異常を発見したら停止させる管理装置を搭載し
ています。
　この「TECTシステム」を市場に供給してきた中でポンプ機構
が特殊な構造となっているため、長期耐久性においては単純な
汎用ポンプの方がより優れていることが判明しました。そこで
「TECTシステム」の「確実な物性が発現する管理システム」と
「DFX－7S」の長期耐久性に優れたポンプ機構のシステムを融
合させて開発された新システムが「DFX－70SRシステム」です。

　この「DFX－70SRシステム」は、次の特徴があります。
①流量管理（配合比率の監視）
②圧力管理（ホースなどの目詰まりを検知）
③温度管理（材料設定温度の監視及びヒーター設備の不良を
　検知）
④出来高管理（吹付け施工量の管理と記録）
　「DFX－70SRシステム」は、今までのオペレーターのヒューマ
ンエラーを防止できると共に、システム異常（故障など）が生じ
た場合でも、吹付け不具合（硬化不良など）が発生する前に
“システム自身”が施工システムを緊急停止することで、吹付け
作業を強制中断させて施工事故を未然に防止できる、常に正
常な物性塗膜での施工が実現できるシステムです。
　現在、施主のニーズは、メーカーに対して工場から出荷され
た材料のロット管理から現場での施工計画まで含めた品質管
理です。レジテクト本部では、各BN加盟企業様と共に施工技
術・品質管理を向上させていくよう今後も努めていきます。

〔株式会社ダイフレックス　レジテクト事業グループ 本部〕

トンネル　イメージ図

「セラゼックスRV」施工例
落書き防止塗料（地下道、歩道橋等）

「セラゼックス」施工例
国道298号線　鷹野立体
H.16 　1,430㎡

新施工システム　DFX－70SR 物性管理モニター

2 通信 vol.24 3通信 vol.24

認定試験／工法採用製品紹介／新製品紹介
（上段） （下段） （上段） （下段）



EE東北2010へSQSSA出展（宮城県）
　SQSシステム工法協会は、国土交通省が主催となる東北地
方では最大の新技術展示会に今年も出展しました。「EE
東北」の「EE」とは、Engineering Exhibition（エンジニアリン
グ・エキジビション）の略で、「新技術を広く公開する」という意
味です。平成22年6月2日、3日の両日にわたり仙台市「夢メッセ
みやぎ」において、新技術317件（出展者数141社）が展示され
ました。今年のプレゼンテーション（会場内特設ステージ）は、
「維持管理」7技術と「建設段階」12技術の二つの重大テーマ
に対して各出展者より発表がありました。当協会からは、「コン
フィックスシリーズ（表面含浸材）」を発表しました。基本物
性、含浸イメージ、性能、また実際に採用となった東名阪自動
車道での施工例など新設時での施工の有効性を説明しまし
た。発表終了後には、国土交通省の技官の方より資料請求依
頼もあり、今後の展開が期待できる反応があったことも収穫だ
と思います。
　展示ブースには250名を超える来訪があり、CVスプレー工法
（水路長寿命化＆地下防水）、RT工法（剥落防止対策＆塩
害・中性化対策）、BT－JW工法（上水施設防水）工法等のパ
ネルをご覧頂ながらSQS会員の説明に熱心に耳を傾けており
ました。超速硬化ポリウレタン樹脂の紙コップを利用したA
剤、B剤の硬化実験では歓声が出るなど、数多くの方々にSQS
工法をご理解頂けたものと感じております。

　2日間にわたり総勢6,000人を超えるご入場者があり、国土
交通省、県土木関連部、JR、NEXCO、各コンサル（敬称略）
との意見交換ができ、現場の要求する製品のヒントなど頂き
大きな収穫となりました。今後の製品開発、新しいマーケット
での採用が期待される新技術展示会になった事をご報告いた
します。

〔株式会社ダイフレックス　レジテクト事業グループ
　仙台営業所　主任　柏木 孝〕

新潟水道展にレジテクトＢＴ－ＪＷ工法をパネル出展（新潟県）
　平成22年5月19日～21日の3日間、社団法人日本水道協会の
「第61回全国水道研究発表会」が水道給水100周年を迎える
新潟市の朱鷺メッセにて開催されました。研究発表会の日程
に合わせて「新潟水道展」が社団法人日本水道工業団体連合
会（水団連）主催で行われました。3日間の水道研究会では10
部門306編の研究発表が行われ約1,500名が参加されました。
パネル展では主に機械・プラントメーカーが多く弊社を含め37
企業の出展がありました。3日間のパネル展には研究発表会の
合間や休憩時間に参加者より多数ご来場頂きました。
　株式会社ダイフレックスとしては、昨年11月の堺水道展（水
団連主催）に続き当展示会も上水施設向けライニング材レジ
テクトBT－JW工法を浄水部門にてパネル出展致しました。
パネルレイアウトに関してBT－JW工法及びポリウレアの特徴
（工期短縮・無溶剤・追従性・耐薬品性）が通りかかる方に分
かりやすく伝わるようにイメージして設営致しました。ご来場
頂いた地方自冶体や出展企業の皆様にはどういう工法かなの
か、ご理解頂けたものと確信しております。
　研究発表会の水道フォーラムにもなりました水道耐震化が
本格化していく中で時代の流れにあった当工法を出展出来た
事は非常に有意義でありました。また、研究発表会において水
道業界で最前線の方 と々の出会いやご意見を生かし材料メー
カーとして更なる品質向上・マーケットの拡大に努めてまいり
ます。

展示ブース展示ブース

（社）日本コンクリート防食協会１種会員に「ダイフレックスBN会」加盟
　本協会は、コンクリート構造物の防食技術及びコンクリート
防食に関連する諸材料、施工方法の調査研究、技術開発と活
用並びに普及をはかり、併せてこれらを通じて重要な社会資
本であるコンクリート構造物の耐久性の向上、並びに良好な維
持管理に寄与することを目的としています。本協会は、目的を
達成するため、次の事業を行っています。
　　　① コンクリート防食技術に関する調査研究
　　　② コンクリート防食技術に関する研究成果の普及
　　　③ 会誌、調査研究報告及び資料の刊行
　　　④ 講演会、講習会及び研修会の開催
　　　⑤ 情報の収集、紹介及び交換
　　　⑥ コンクリート防食に関する技術向上を
　　　　 はかるための資格試験等の実施
　　　⑦ その他この会の目的達成に必要な事業
　具体的には、コンクリート防食に関する国家技能検定の受
託実施、コンクリート防食に関する公的技術マニュアルの改訂
作業、及びこれに伴う現場技術者用手引書原案の作成と発刊
事業への参画など、公益目的事業へ積極参加し、社会的貢献
に努めています。
　また、日本下水道事業団マニュアルに規定されたコンクリー
ト防食の品質管理に携わる専門技術者が、個別工法協会によ
るプライベート資格である現状に鑑みて技術水準の標準化が
求められる状況から、一般社団法人による公益目的事業の一
環としての資格認定制度を「コンクリート防食技士」の名称で
平成21年度から実施しています。これらの公益目的事業の推
進と実績を重ねて行く中で、現在の一般社団法人から公益法
人化への検討も視野に入れた協会運営を図っています。

　株式会社ダイフレックスは、平成21年10月に賛助会員として
加盟、本協会の主旨を理解した上で平成22年2月に「ダイフレッ
クスBN会」として1種会員に登録変更を行いました。登録変更
により、当社は「理事会」「塗布型ライニング部会」「モルタル
部会」「技能検定専門委員会」に参画して活動しています。
　今後も、当協会を通じて株式会社ダイフレックスは、公益目
的事業へ積極参加し社会的貢献に努めていきます。
　なお、8月末には「レジテクト工業会」として登録変更します。

「レジテクト工業会」発足のため各地域別ブロック会を開催
　レジテクト本部は、「レジテ
クト工業会」発足のため各地
域別にブロック会を開催しまし
た。今までは、全国のBN加盟
企業対BN本部での単独の取
り組みでしたが今後、更に発
展・向上させていく為、更なる
技術開発、用途開発、施工技
術の習得などの課題についてより一層の対応が求められてい
ます。これらの課題に取組んでいく為に、各地方毎に「ブロッ
ク会」として開催することでレジテクト事業の取り組みに対す
る標準化とブロック内での親睦を図ります。
　今回のブロック会の内容は、下記の通りです。
　　　① 新規BN加盟企業の紹介
　　　② 各BN加盟企業の現状報告
　　　③ レジテクト事業の今後について
　　　④ 新製品説明
　　　⑤ BN本部の各協会に対する取り組み
　　　⑥ 懇親会
　レジテクト事業の今後については、今回のブロック会を足が

かりとして「レジテクト工業会」の設立に向かっています。より
高いニーズに対応するためにレジテクトBNは、各BN加盟企業
と共に更に加速していきます。

設立の目的
1.レジテクト構造物保護・防止水工法による、新たな
用途開発とシェアーの拡大。
2.レジテクト製品の技術改良、改善の為の情報収集。
3.工法、施工技術、施工機械の教育、研修の実施に
よる技術の研鑽、習熟。
4. 社会資本の長寿命化、充実に寄与し、社会の安心
と安全に貢献。

【ブロック会の開催時期と地域】
〔4月〕九州福岡ブロック会　〔5月〕北海道ブロック会、中
四国関西ブロック会、北信越ブロック会、東北ブロック会
〔6月〕中部ブロック会　〔7月〕関東ブロック会

〔株式会社ダイフレックス　レジテクト事業グループ 本部〕

ブロック会開催状況

【構成】
1種会員（コンクリート防食に関連ある工業会・工法協会等の団体）15団体
2種会員（コンクリート防食に関連ある施工企業）225社
賛助会員（本協会の目的・事業に賛同する団体及び企業）9社
（平成22年6月25日現在)

【所在地】
日本コンクリート防食協会
〒101-0047
東京都千代田区内神田1-4-5
レイアード大手町ビル208号
TEL：03-5280-3071
FAX：03-5280-3073

【組織】

〔株式会社ダイフレックス　レジテクト事業グループ 本部〕

総　　会

理 事 会

常任理事会

代表理事会長

業務委員会

事 務 局

アドバイザー

シートライニング部会 モルタル部会塗布型ライニング部会

1. 広報専門委員会
2. 資格認定制度専門委員会
3.保証保険制度専門委員会
4. 技能検定専門委員会

「専門委員会」

展示パネル

展示会場

〔株式会社ダイフレックス　レジテクト事業グループ
新潟営業所　田中 靖人〕
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展示会出展ブロック会／協会加盟
（上段） （下段）



東名阪自動車道剥落対策工事にハイパーコンフィックスSM－９採用！
NEXCO中日本発注（名古屋）
　東名阪自動車道（名古屋環状2号線）は、自動車専用道路
部分である専用部と、一般国道部分である一般部を併設する
構造となっており、名古屋の外周部を通り、名古屋市を中心に
放射状に伸びる幹線道路と主要地点で連結し、名古屋都市圏
の道路網の骨格をなす延長約66.2㎞の環状道路です。
　この内、東側の高針JCT～名古屋南JCT区間が平成22年度
（3月）供用を目指し現在事業中であり、名古屋環状2号線と
伊勢湾岸道が接続することになります。
　この度、この東名阪自動車道（高針JCT～名古屋南JCT）の
供用に伴い上社南IC（仮称）～植田IC（仮称）の新規供用区間
「東名阪自動車道天白地区剥落対策工事」における既設コン
クリート構造物の剥落防止対策工にNEXCOメンテナンス中国
ブランド品である「ハイパーコンフィックスSM－9」が採用され
る運びとなりました。この剥落対策工はシラン・シロキサン系
の浸透性吸水防止剤を塗布することにより外観を変えること
なくコンクリートの中性化、塩害による劣化を抑制するもので
あります。
　既に平針地区環境対策工事、鳴海地区環境対策工事そし
て植田地区環境対策工事の3工区において約40,000㎡をこの
「ハイパーコンフィックスSM－9」にて施工中であり、これらの
実績が今回の受注に結びついたものと考えております。
　採用された上社南IC（仮称）～植田IC（仮称）区間は剥落防
止対策工として約60,000㎡の施工規模があり、実施工は7月よ
り年内完了に向け順次行う予定です。

　NEXCO中日本においては、今後も浸透性吸水防止剤を用
いた剥落対策工が数万㎡控えており、継続して同製品の普及
に努めてまいります。

〔株式会社ダイフレックス　レジテクト事業グループ
名古屋営業所　田内 誇樹〕

中国自動車道、鳥取自動車道にレジテクトRT工法採用（兵庫県）
　弊社は、西日本高速道路株式会社「NEXCO西日本」に鳥
取自動車道剥落防止対策として、工期が大幅短縮でき、低温
化でも施工が可能というメリットから「レジテクトRT工法」の
採用を頂きました。
　施工面積は約1,400㎡、橋梁部5ヶ所、ボックスカルバート
3ヶ所と高さ、規模、施工条件も違う様々なパターンの経験を
積む現場となりました。
　施工時に苦労したポイントとしましては、①交通量の多い中
でのボックスカルバート内の吹付け作業、②新設道路の為高
所作業車使用時のゴムマットの全面養生、③航空写真撮影に

よる作業の中断がありましたが、それ以上に苦労したことは天
候でした。
　兵庫県佐用町は山間部で特に2月は雪・雨・風と天候の変化
が激しく、雪・雨による作業中止、強風による飛散の恐れもあ
りましたので念入りな飛散対策が必要でした。また、快晴にも
かかわらずボックスカルバート内の湿気が乾燥しきれずに結露
対策にも注意を払いました。
　以上のような多くの困難な条件を安全に全てクリアし、無事
工期内に完成することができました。
　これからは様々なレジテクト工法の施工を経験し更なる作
業スキルのUPに専念しようと考えております。

〔株式会社幸和　CS事業部 工事課　高井 敦弘〕

工事名称： 中国東部地区　保全工事
　　　　　 小補修工事（コンクリート片はく落防止対策工）
　　　　　 〔中国自動車道、鳥取自動車道〕
施工地域： 兵庫県佐用郡佐用町
発 注 者： 西日本高速道路株式会社　中国支社
　　　　　 津山管理事務所
施工時期： 平成22年4月
工　　法： レジテクトRT－1工法
施工部位： 高速道路
施工会社： 株式会社幸和
施工規模： 1,423㎡

会員施工物件

  

岩手地区(花巻工区)第2号工事にポリウレア工法採用（岩手県）
　今回、表面被覆工法としてレジテクト工法が採用された大き
な要因は、平成17年に盛岡地方振興局主催で行われたPR施
工がモルタル被覆系に比べ樹脂吹付け被覆系の結果が相対
的に良好だったことが上げられます。
　さて本水利施設は、花巻市全域に利用される農業用水を取
水している大幹線水路です。毎秒8～9ｔの水を取水し、大幹
線を通して各支線へと分流していきます。また、水道用水とし
ても同水路から取水しているのが特徴です。そのため、工事
中は、取水を完全に止めることが出来ず600㎜のダブル管を約
1,500m配管する事から工事は始まりました。
　トンネル内は、数え切れないほどの湧水や滝のような浸入水
があり一箇所ずつビニールホースやパイプを取付け水抜き作業
を行いました。結果、湧水の酷い箇所は写真のような簾状にな
りました。底版からは、噴水状になっている箇所が数箇所あっ
たため、施工中は、2インチポンプで吸い出しながら施工しま
した。さらに、気象条件により新たな湧水や、配管ジョイントか
らの漏水、雪解け水の増加による越流等々、正しく、水との戦

いでした。
　施工は、工期的に非常にタイトだった為、夜間にプライマー
を塗布し日中に吹付け作業を行うローテーションでした。最後
は、配管の架台補修など細かな部分が残り、苦戦しましたが、
施工の各所で東北ブロックのBN会員様にご協力頂き、工期内
に何とか終えることが出来ました。
　ストックマネジメント事業はこれからの基幹事業になってく
るとのことでしたので、今後ともスペック・受注活動に励んで行
きたいと思います。
　終わりに、弊社があります遠野市は、柳田國男氏の『遠野物
語』の舞台であり、今年発刊100年を迎えました。是非、この機
会に足を運んでみてください。

〔株式会社テラ　営業部　三浦 顕滋郎〕

工事名称： 基幹水利施設ストックマネジメント事業
　　　　　 岩手地区（花巻工区）第2号工事
施工地域： 岩手県花巻市
発 注 者： 岩手県県南広域振興局花巻総合支局
工　　期： 平成22年1月～
工　　法： レジテクトBT－JW（特）工法
施工部位： 隋道及び開水路
施工会社： 株式会社テラ
施工規模： 6,265㎡ ／ 施工延長：1,206m

会員施工物件

レジテクト100（R1） 吹付状況レジプライマーPW－F 塗布状況

農業用大幹線水路トンネル

高圧水洗 （15MPa程度） ハイパーコンフィックスSM－9　1層目塗布状況

ハイパーコンフィックスSM－9　1層目塗布状況 ハイパーコンフィックスSM－9　2層目塗布状況

6 通信 vol.24 7通信 vol.24

剥落防止対策 農業水路関係／剥落防止対策
（上段） （下段）




