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アスファルト舗装の品質に関する考察
率と動的安定度（ＤＳ）及び圧密変形量(ｄ０)の関係な
どについて分析を行いました。
その結果、動的安定度は、空隙率２．５～３．０％を
ピークにそれより低い場合も高い場合も減少する傾向が
あること（図－１）、また圧密変形量は今回試験した空
隙率１．５～４．０％の供試体では、空隙率が小さくな
ると圧密変形量は大きくなる傾向があること（図－２）
が判明しました。
従って、現場での舗装の施工にあたっては、県建設工
事標準仕様書に示す締固め度が９４％以上ということに
加えて、望ましいと言われる空隙率が３～７％程度を確
保するよう施工に心掛ける事が良質な舗装に繋がると考
えています。
今後は、現地での追跡調査を実施して研究を進めてい
きたいと考えています。
なお、本研究の詳細については、当センターのホーム
ページ等に掲載しますので参考にしてください。
※HPアドレスは下記参照

建設研究センターでは、建設事業総合支援事業の一
環として、アスファルト混合物事前審査制度により、試
験機関の指定を受けて試験業務を実施しています。
アスファルト混合物事前審査制度は、アスファルト混
合所から出荷する混合物を事前に第三者機関が審査・認
定することにより従来工事毎に行っていた基準試験や試
験練り等を省略できる審査システムです。
試験項目は以下のとおりです。
◆試験項目
１）事前審査試験
・アスファルト量抽出試験 ・マーシャル安定度試験
・ホイールトラッキング試験 ・密度試験
２）現場密度試験
本年度、上記業務の中の現場密度試験を実施していた
ところ、例年に比べ締固め度が１００％を超える現象が
多く発生していることがわかりました。
そのため、アスファルトの品質に関する文献を調査し
たところ、締固め度９４％未満、いわゆる締固め不足に
関する研究成果は多く見られましたが、１００％を超え
る場合の研究が乏しいことがわかりました。
そこで、アスファルト混合物の耐流動性の指標である
動的安定度などを調べるためにホイールトラッキング試
験を実施しました。
■発生状況
過去３年間の現場密度試験結果を調査したところ、締
固め度１００％を超える割合が、平成２５年度（１１月
現在まで）は過去２年間に比べ１．１１倍から１．２５
倍となっていることがわかりました。その中でも特に昨
年７月は、４０％を超える割合となっています。この理
由としては、例年より高い気温での施工（昨年６～７
月）の平均気温が例年より１度以上高く、特に６月の最
高気温は前年と比べて５℃高い状況）となったことが要
因のひとつであると考えています。
■分析・考察
そこで、今回の実験では締固め度１００％を超える供
試体を作製し、ホイールトラッキング試験を行い、空隙

図－１ 動的安定度（DS）と空隙率の関係

図－２ 圧密変形量（ｄ0）と空隙率の関係

岐阜県建設研究センター職員研修「コンクリート構造物の維持管理」
○実演試験
・トレント透気試験
・弾性波試験
コンクリート構造物の性能を評価
するため、表層コンクリート透気性
能を測定するトレント透気試験等に
ついて、実演で紹介されました。
○道路維持管理に関する意見交換会
参加者による、道路維持管理に関する意見交換会が行
なわれました。各市町ごとの道路パトロールや橋梁点検
の実態について意見交換がされ、中には、山羊による管
理地の除草を実施し、経費削減につながっている事案が
紹介されました。

当センターでは、職員の技術力向上のため、研修を
行っています。今回の研修は、市町村職員の皆様にもご
案内をし、２４名の参加を得て開催いたしました。
■研修内容
○コンクリート構造物の維持管理のについて
～小規模橋梁の維持管理のあり方～
講師：岐阜大学工学部社会基盤工学科 國枝 稔教授
橋長１５ｍ未満の小規模橋については、人材と財源不
足で点検すら満足に実施されていない現状であることを
踏まえ、橋梁を中心としたモニタリングの現状と課題に
ついて整理され、小規模な橋梁に適したモニタリング技
術についての事例の紹介などがされました。
編集・発行 公益財団法人
担当：企画部 伊藤・北川

岐阜県建設研究センター
TEL 0584(81)1332
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岐阜県自然共生工法研究会からのお知らせ

「清流の国ぎふづくり」自然共生工法写真コンテスト 写真展示中

岐阜県自然共生工法研究会では、県内各地で取り組まれている自然共生工法について、良い取り組みがなされた

事例や、工法施工後の自然環境の回復・復元が良好な事例について、研究会員等に写真を募集し、只今応募作品の、

展示を行っております。展示会場は下記の通りです。自然共生に関するいろいろな取組み事例を知っていただく良

いチャンスですので、お近くに来られた際は是非一度お立ち寄りください。

セ ン タ ー の 業 務 等 の 紹 介

入札参加 資格審 査業務

ことなどから、それまでは行政内

公益財団法人の仕事は楽しい

岐阜県建設研究センターは昨年

部で実施してきた業務の一部を建

公益財団法人 岐阜県建設研究センター
理事長 金森 吉信

日から新しく公益財団法人
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公益事業を中心とした業務をしっ

建
■設研究センターでは、岐阜県と市町村の建設工事、及び測量・建設
コンサルタント業務に関する入札参加資格審査業務を行っています。
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うな設計業務を中心として、積算、 で安心、便利な県土づくりに貢献

技術者の育成にも力を入れ、安全

うになったのも、古い話ではなく

年度主観的事項審査申請の受付を行って

変えていこうという趣旨です。

かりやって社会に貢献する組織に

そ
■こで、県と市町村が協議会を設置して入札参加資格審査業務を共同
化し、建設研究センターにおいて業務を受託し審査を行っています。

いました。

また、自治体にとっても審査項目の増加などにより事務負担が増して

1

岐阜県、岐阜市（上下水道事業部を含む）、大垣市、多治見市

入札参加資格審査システムのホームページ内に「○Ｈ 主観的事項
■
審査申請に関するホームページ」のリンクを掲載しておりますので、
ご活用ください。
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でも相談や研修などを通じ、土木

14

年ほどのことで、それまで

受
■付期間は、平成 年 月 日（金）までです。申請を希望される
業者様におかれましては、早めの申請をお願いします。
2

電
■子申請及び提出書類の不備・不足が多く発生しています。
申請前には今一度ご確認ください。
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ここ

現在、以下の自治体で平成
■
います。

3

これにより、各自治体と業者双方の事務負担が低減されました。
平
■成 年 月 日からは、県内の全市町村において入札参加資格審査
業務が共同化されます。
1

主観的事項審査申請受付のお知らせ

4

関市、羽島市、可児市及び八百津町
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県域統合型GISぎふ⑥ 便利機能紹介～こんなこともできるよ～
現在、岐阜県統合型GISでは様々なマップが運用されていますが、「この地図
に人口密度の情報が欲しい」「航空写真と重ね合わせたい」等、あと少し手を
加えたい時ってありませんか。そんな時は「地図追加」機能をご活用ください。
公開されているマップや、レイヤであれば誰でもマップに取り込むことがで
きます。
よその機関、部署で作成されたマップやレイヤを簡単に取り込んで閲覧する
ことができる県域統合型GISならではの便利機能です。

おっ、意外と簡単！

【例：航空写真を地図追加】
立ち上がった別の画
面に、テーマ、キー
ワード、日付等を入
力し公開している
マップやレイヤを検
索、追加します。

このほかにも県域統合型GISは様々な機能を搭載しており
ます。
これら県域統合型GISに関するお問い合わせは下記ヘルプ
デスクまでご連絡ください。
岐阜県ふるさと地理情報センター
県域統合型GISヘルプデスク
ＴＥＬ： 0584-81-1357
Ｅ-mail： GIS＠gifu.crcr.or.jp

【公開マップ例】
・各自治体航空写真
・人口・世帯分布図
・病院・薬局マップ
・鳥獣保護区域管理図
・AEDマップ
他

・公共施設
・DID地区
・浸水想定区域図
・文化財管理図

IT用語の解説コーナー
このコーナーではいまさら聞けないIT用語、新聞や雑誌で目にするIT用語をできるだけ解りやすく解説します。
岐阜県建設研究センターではICT(情報通信技術)を活用し公共事業の執行を支援しています。

３Dプリンター 【3D Printer 】

パソコンで描いた絵や、カメラで取った写真はプリンターによって印刷できます。
例えばインクジェットプリンターは、紙にインクを吹き付けて写真の印刷を行い、レーザープリンターではト
ナーを紙に付着させて印刷します。
プリンターの技術も進歩し、綺麗に印刷ができるようになったものの、やはり紙でしかありません。
プリンターで印刷
3Dプリンターで印刷

この紙（2次元）での印刷から、オブジェクト（3次元）で印刷することを可能にした機械が3Dプリンターです。
3Dで出力したい造形物をパソコンで作成する必要はありますが、3Dスキャナー等によって作成したいモデルを簡
易に作成することもできます。
この技術によって誰でも簡単に3次元の模型を作成したり、量産することができます。
建設や、建築、医療、教育の分野で活用されているほか、自分の模型を作成するなどのユニークな使い方ができ
ます。 3Dプリンターは、本体の低価格化で普及が進んでいる注目の技術です。

ワンタイムパスワード 【One Time Password】
一般的に個人情報を利用するWebサイトでは、IDやパスワードを用いたログインによってサービスが受けられます。
インターネットショッピングや、Webメールにこれらを用いることを想像すれば、IDやパスワードが非常に大切であ
ることは言うまでもありませんが、これらは単なる文字列で、流出や試行によって第三者が利用することを妨げる
ことはできません。インターネットバンクも登場し、オンラインで金品を取り扱う時代に、僅かな文字列に大きな
金額を託すのは不安です。
1分だけ利用できる使い捨てパスワードを表示（サービスによって

1508461

はスマートフォンアプリでワンタイムパスワードの発行も・・・）

インターネットバンクを始めとする多くのサービスでワンタイムパスワードが導入されています。呼び名のとお
りこの使い捨てのパスワードは、セキュリティトークンと呼ばれる小さなキーホルダーのような機械からリアルタ
イムにパスワードを発行し、IDとパスワードを知り、トークンを持っている人だけがログインできる仕組みを構成
しています。お使いのサービスがワンタイムパスワードに対応している場合は、安全のためぜひ利用しましょう。
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