
建設技術の海外展開支援
に関する取り組みについて

（一財）先端建設技術センター

技術調査部 兼 企画部 兼 技術評価室 参事 石丸 慶三



見渡す限り洪水のアユタヤ郊外（H23年11月撮影）

２０１１年のタイ洪水



見渡す限り洪水のアユタヤ郊外 H23年11月撮影

（H23年11月撮影）

ロジャナ工業団地浸水状況



当センターの新田部長（当時）が
洪水対策専門家として活躍

先遣隊・第一次派遣隊（2011年11月16日 タイ アユタヤにて）



ボンテラン工法

ボンテラン工法研究会HPより



パックレット市での実演



カセサート大学



キングモンクット大学



意欲ある建設技術開発者の
海外展開を支援

•情報交換＋交流の場を提供
• 日本の技術開発者×海外のポテンシャルユーザー

•タイ王国をモデルケースにセミナーを計画

第1回セミナーを開催
（2015-９月）



Seminar on Japanese Construction Technology 
in Thailand 2015

概要

日時
平成27年9月15日～17日（3日間）
10：00～16：00

場所
在タイ日本国大使館
（領事館セミナールーム）

主催 （一財）先端建設技術センター

後援 在タイ日本国大使館

聴講者数 延べ320名（うちタイ人170名）



（挨拶の抜粋）

約１年前から、日本、タイ両国の多くの関係者にご協力をいただき
ながらセミナーの準備を進めてきました。本日、ついにこの日を迎
えることができました。このセミナーが発表者・聴講者の双方にとっ
て有益なものになることを心より期待しております。

Seminar on Japanese Construction Technology 
in Thailand 2015



発表者の公募

番号 分野

① 地盤改良技術

② 免震・制震技術

③
護岸・盛土技術
（ジオテキスタイルや泥土転用技術等）

④
省力化技術
（プレキャスト技術や施工ガイダンス技術）

⑤
洪水対策技術
（排水ポンプ・ゲート、浚渫技術等）

2015年4月13日から約1ヶ月間、当センター専用サイトを通じて以下5分野に
該当する技術を公募した結果、30技術の応募があった。



13社18技術のプレゼンテーション



応募いただいた企業応募企業 技術名

㈱大林組
URUP工法
BIM for Infrastructureの施工活用

清水建設㈱
F-Naviシールド工法
SR-JP工法

東北大学高橋教授・㈱森環境技術研究所 泥土リサイクル技術「ボンテラン工法」

ハイグレードソイル研究コンソーシアム
HGS袋詰脱水処理工法
HGS気泡混合土工法

ライト工業㈱
コンダクションナビ工法 他
SCM工法

三信建設工業㈱ V-JET工法

伊藤忠建機㈱ MUDIX工法（マディックス工法）

㈱技研製作所 インプラント工法（既製杭の油圧圧入工法）

西尾レントオール㈱ 2Dマシンコントロールシステム（グレーダ）

日立造船㈱ 陸上設置型フラップゲート式防潮堤「neo RiSe」

㈱イトーヨーギョー DDBOX 他

ユニチカ㈱ テラマック

パシフィックコンサルタンツ㈱
高速走行型3Dマッピング技術によるインフラ調査
超軟弱地盤補強材 D・BOX



活発な質疑応答



祝辞を頂いた来賓者

在タイ日本国大使館
特命全権大使
佐渡島 志郎氏

THAI CONTRACTORS ASSOCIATION 
UNDER H.M THE KING'S PATRONAGE

PRESIDENT
Mr.SANGVORN LIPATAPANLOP

THE CONSULTING ENGINEERS ASSOCIATION OF 
THAILAND

PRESIDENT
Mr.SUPOTE LOHWACHARIN



基調講演

基調講演：タイにおける洪水対策の現状と主要プロジェクトについて
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT
DIRECTOR GENERAL
Mr.LERTVIROJ KOWATTANA



基調講演

基調講演：バンコクにおける排水・下水の現
状と主要プロジェクトについて
BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF DRAINAGE AND SEWERAGE
DIRECTOR GENERAL
Mr.KANGWAN DEESUWAN

基調講演：タイの建設業界の動向について
Construction Institute of Thailand
EXECUTIVE DIRECTOR
Mr.CHAKPORN OONJITT



基調講演

基調講演：日本の建設技術に対するタイのニーズと適用可能性について
TEAM CONSULTING INTERNATIONAL CO.,LTD.
CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD 
Mr.CHAWALIT CHANTARARAT



ポスターセッション



掲載記事～NNA



掲載記事～
日刊建設
工業新聞



Seminar on Japanese Construction Technology 
in Thailand 2015

総括

日本の民間企業が一堂に会し先端建設技術を
海外で発表するのは世界でも初めての取り組み

タイ側の関心も高く、発表では、タイ側の参加者
から積極的な質問が出され意見交換を行うなど、
日本の先端建設技術をアピールする有意義な
機会となった。

広報面からも当該取り組みは注目を集めること
に成功した。

（大使館公電資料より抜粋）



Seminar on

Japanese Construction 

Technology

in Thailand 2016

Coming Soon
September 14-15 in Bangkok



Seminar on Japanese Construction Technology 
in Thailand 2016

概要

開催日 平成28年9月14日、15日（2日間）

場所
在タイ日本国大使館
（領事館セミナールーム）

主催 （一財）先端建設技術センター

後援
在タイ日本国大使館
国土交通省
JICA（独）国際協力機構タイ事務所



タイのニーズに即した技術を公募
（1/6～3/31）

今回公募を行った３つの技術分野

地盤改良技術

護岸・盛土技術

洪水・排水対策技術



応募いただいた企業応募企業 技術名

清水建設㈱ 高性能TBM

ユニチカ㈱ ジオテキスタイルを用いた軟弱路床上舗装

ケミカルグラウト㈱ GEOPASTA（ジオパスタ）工法

パワーブレンダー工法協会 パワーブレンダー工法

芦森工業㈱ パレスシート工法

西尾レントオール㈱
3Dマシンコントロールシステム（モーターグレー
ダ）

西松建設㈱
（ハイグレードソイルコンソーシアム）

HGS短繊維混合補強土工法

日本国土開発㈱ ツイスター工法

共和コンクリート工業㈱ 環境保全型大型覆土連結ブロック工法

㈱荏原製作所 大型排水ポンプおよびポンプシステム

㈱技研製作所 油圧圧入工法およびインプラント構造物

三信建設工業㈱ マルチストレーナ工法

日立造船㈱ 陸上設置型フラップゲート式防潮堤「neo RiSe」

1社調整中



予定している講演

国土交通省日本側

•ロボットを活用した災害対策技術、維持管理技
術の紹介

（一財）先端建設技術センター日本側

日本側

•日本の最先端技術

•タイで活躍する日本の建設技術

バンコク日本人商工会議所（建設部会）



予定している講演

TEAM（タイの設計会社）タイ側

•日本の技術のタイへの適用性について

チョーカンチャン（タイの建設会社）タイ側

•チョーカンチャン社の主要なプロジェクト紹介



2016年度セミナーの特徴①
周辺国への周知



2016年度セミナーの特徴②
タイ大手ゼネコンの施工現場見学（発表者対象）







日本語

英語

タイ語





先端建設技術ゼミナール



先端建設技術ゼミナールの背景と目的

•“新技術活用の促進”の取組みは、
我が国の建設業が抱える様々な課
題解決に向けたアプローチの一つとし
て重要な役割を担っており、今後も更
なる貢献が期待されているところ



•公共事業が大きなウエイトを占める建
設分野において新技術による課題解
決を図るためには、発注官公庁と新
技術開発者がニーズとシーズについて
情報共有・相互理解を深めていくこと
が重要

先端建設技術ゼミナールの背景と目的



•発注官公庁が知りたい分野（テー
マ）をリクエストし、関連する新技術
開発者（複数）をACTECが選定

先端建設技術ゼミナールの内容

•リクエストいただいた事務所等で、現
場や会議室を用いて小規模に開催

ニーズに即したテーマを設定ニーズに即したテーマを設定

出前形式



北首都国道事務所と共催にて
第1回ゼミナールを開催予定

•北首都国道事務所管内の自治体に
所属する技術者
（埼玉県、三郷市、草加市、春日部市、久喜
市等）

ゼミナール参加者の対象



•テーマを維持管理技術とし、具体の
技術ニーズアンケート調査を実施中。

紹介する新技術



今後の課題

• 他国への展開

• セミナー以外の海外展開支援活
動

海外展開
支援

• ニーズの的確な把握（発注者・開
発者双方にとって意義ある場に）

• 実績づくり（他地整への展開）

先端建設
技術ゼミ
ナール
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