
平成30年5月30日(水)・31日(木) 

9:30～17:40 
日時 場所 

大阪朝日生命館8F 
大阪市中央区高麗橋4-2-16 
地下鉄御堂筋線淀屋橋駅12番出口直結 

主催：阪神高速道路(株)，阪神高速技術(株)，阪神高速技研(株)，（一財）阪神高速道路技術センター 

プログラム 
(敬称略) 

阪神高速道路(株) 代表取締役社長 幸  和範 

同時開催： 阪神高速グループの技術展示 

阪神高速道路(株)常務取締役  関本 宏 

本技術研究発表会は土木学会のCPDプログラムの認定を受けています。 

第50回 
阪神高速道路 

技術研究発表会 

花王(株) 代表取締役社長 澤田道隆 

第1日目 5月30日(水) 

第2日目 5月31日(木) 

 9:30 ～  9:40  開会 

 9:40 ～ 10:50  特別講演 題目「未定」 

11:00 ～ 16:40  発表セッション （Ⅱ建設・更新部門、Ⅲ維持管理部門）、海外活動報告会 
 
16:40 ～ 17:40  特別セッション （阪神高速道路社員による座談会） 

 9:30 ～ 16:00  発表セッション（ Ⅰ計画・交通・サービス・環境部門，Ⅱ建設・更新、Ⅲ維持管理部門） 

17:30 ～ 17:40  各賞の発表＆閉会 

16:00 ～ 17:30  特別セッション（パネルディスカッション） 

                

京都大学経営管理大学院 小林 潔司教授、関西経済連合会 関 総一郎専務理事 

      関西エアポート株式会社 三浦 覚執行役員、日本自動車連盟 小林 祐二 事業部長 

阪神高速道路(株)常務取締役  関本 宏 



第50回阪神高速道路技術研究発表会申込用紙 

フリガナ 

氏名 

勤務先・部署名 

勤務先住所 

TEL 

Eメール 

参加予定日 第１日（5/30） ・ 第２日（5/31） ※いずれかあるいは両方を○で囲んで下さい 

No. 氏 名 Eメール 参加予定日 

1 第１日（5/30） ・ 第２日（5/31） 

2 第１日（5/30） ・ 第２日（5/31） 

3 第１日（5/30） ・ 第２日（5/31） 

4 第１日（5/30） ・ 第２日（5/31） 

5 第１日（5/30） ・ 第２日（5/31） 

申込日     月     日  
申込代表者 

代表者以外の参加者 

１．申込・参加費支払い方法 
  申込・参加費の支払い方法は、別紙（参加費振込方法）を参照ください。 
 
２．申込先 
 阪神高速技術(株) 技術部 技術統括課 井上（いのうえ） 
 TEL:06-6110-7217，FAX:06-6110-7201，E-mail:g-gijyutsutoukatu@hex-eng.co.jp 
 
３．申込締切り 
 平成30年5月18日(金) 

【様式-1】 



【別紙】参加申込み・参加費支払い方法 
 

１．参加申込み方法 

 下記に示す書類のコピーを 2018 年 5 月 18 日必着で、指定の宛先まで郵送ください。なお、複数名の申込

み書類を一括して郵送される場合は、必ず全員分の必要書類を同封してください。 

 

【必要書類】 

(1) 様式-1 参加申込書（必要事項をご記入ください。） 

(2) 参加費振込証明書のコピー（参加費振込については、「２．参加費支払い方法」を参照） 

【宛先】 

〒550-0005 

大阪市西区西本町 1-4-1 オリックス本町ビル 

阪神高速技術株式会社 技術部 技術統括課（井上、鍋島） 

 

２．参加費支払い方法 

参加費 10,000円（税込）を下記金融機関に納付してください。 

 

【振込先】 

振込先金融機関 ： みずほ銀行 大阪法人支店 

振込先口座番号 ： 普通 ５２９１１２７ 

振込先口座名義 ： 阪神高速技術株式会社 

【振込人名義】 

「参加者氏名（カタカナ）」 （例）ハンシンタロウ 

 

３．発表会当日に必要な書類 

発表会当日は、以下の書類を受付にて確認致しますので、必ずご持参ください。 

(1) 様式-1 参加申込書（送付した申込書の原本もしくはコピー） 

(2) 参加費振込証明書のコピー 

 

※注意事項  

・参加費の納付は振込のみ可能です。（現金による納付は受け付けておりません）  

・振込時の振込手数料は参加者にて負担願います。  

・参加者は参加者毎に振り込んで下さい。（複数名の参加費の一括振込不可） 

・納付された参加費は、返還いたしませんのでご注意ください。 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-問い合わせ先-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

阪神高速技術株式会社 技術部 技術統括課（井上、鍋島） 

TEL：06-6110-7217（直通） 

FAX：06-6110-7201 

Mail：g-gijyutsutoukatu@hex-eng.co.jp 

※電話による問合せ受付時間は、（祝祭日を除く）月曜から金曜の 9:30～12:00及び 13:00～17:00です。 
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9:40

10:50

11:00 48 大阪管理局保全部保全工事課 ○ 西原　知彦 (司会)

大阪管理局保全部保全設計課 橋爪　大輔

大阪管理局保全部保全設計課 佐藤　彰紀

49 大阪管理局保全部施設工事課 ○ 川井　諒一 (副司会)

阪神高速技研(株)事業部施設課 吹井　望

大阪管理局保全部施設工事課 庄　直之

50 建設・更新事業本部大阪建設部設計課 ○ 中木原　宏文

大阪管理局保全部保全設計課 林　訓裕

大阪管理局保全部保全工事課 中山　栄作

51 保全交通部施設管理課 ○ 飯田　泰臣

大阪管理局保全部施設保全課 高光　正博

 保全交通部施設管理課 綿貫　吉明

52 阪神高速技術(株)工事部京都事業所 ○ 玉村　光明

阪神高速技術(株)工事部京都事業所 見垣　亮太

京都管理所交通・保全課 北村　将太郎

53 神戸管理部保全工事課 ○ 中田　諒

神戸管理部保全工事課 高田　英樹

神戸管理部保全工事課 佐竹　秀德

12:18

技術部
技術企画課
八木　博嗣

大阪管理局
保全部システム保全課
大西  琢磨

休　　憩

第50回技術研究発表会　プログラム

第1日目　平成30年5月30日（水）　　大阪朝日生命館　8階　朝日生命ホール

分
類

時
間

論文
番号

発表題目 所属・氏名 司会者（調整中）

山科入路法面復旧（補強）工事
の施工報告

開
会

9:30 　　開会挨拶
阪神高速道路株式会社
　代表取締役社長　　　　　　　　　　幸 和範

維
持
管
理

PC桁等大規模修繕工事における
現地調査結果および外ケーブル
の補強設計について

損傷したコンクリート舗装の機
能回復工法に関する施工報告

CS向上に向けた交通流監視カメ
ラの視認率改善検討について

鋼床版上舗装補修時の既設溶剤
型エラストマー系速乾プライ
マー撤去における最適投射密度
の検討について

特
別
講
演

　　題目「本質研究が世界を拡げる」
花王株式会社
　代表取締役社長　　　　　　　　　　澤田　道隆

地震・津波防災対策における建
物の浸水対策（防水板工事）に
ついて

未定稿



2018/5/14
第50回技術研究発表会　プログラム

第1日目　平成30年5月30日（水）　　大阪朝日生命館　8階　朝日生命ホール 未定稿

13:28 54 大阪管理局保全部保全工事課 ○ 山田　洋太 (司会)

大阪管理局保全部保全工事課 中山　栄作

大阪管理局保全部保全設計課 佐藤　彰紀

55 大阪管理局保全部保全工事課 ○ 平野　翔也 (副司会)

大阪管理局保全部保全工事課 中山　栄作

大阪管理局保全部保全設計課 林　訓裕

56 大阪管理局保全部保全工事課 ○ 野崎　悟

大阪管理局保全部保全工事課 中山　栄作

57 阪神高速技術(株)技術部調査点検課 ○ 塚本　成昭

阪神高速技術(株)工事部阿倍野事業所 坂根　英樹

大阪管理局保全部保全設計課 柿木　啓

58 神戸管理部保全管理課 ○ 堀岡　良則

神戸管理部保全管理課 谷　和博

神戸管理部保全管理課 石原　雅晃

59 大阪管理局保全部保全設計課 ○ 柿木　啓

阪神高速技術(株)技術部調査点検課 仲田　晴彦

60 (一財)阪神高速道路技術センター調査研究部調査研究第一課 ○ 安藤　高士
(一財)阪神高速道路技術センター調査研究部調査研究第一課 服部　匡洋

技術部技術推進室 篠原　聖二

14:59

15:14 61 技術部技術推進室 ○ 篠原　聖二 (司会)

技術部技術推進室 高田　佳彦

技術部技術推進室 西岡　勉

62 阪神高速技研(株)システム事業本部企画開発課 ○ 荒川　貴之 (副司会)

保全交通部保全企画課 安東　千夏

保全交通部保全企画課 杉山　貴教

63 阪神高速技研(株)システム事業本部企画開発課 ○ 高橋　威峰
阪神高速技研(株)システム事業本部企画開発課 落合　俊介

64 阪神高速技研(株)事業部施設課 田中　克敏
阪神高速技研(株)企画部企画課 ○ 中野　憲文

65 阪神高速技研(株)技術部設計課 ○ 今倉　優樹 

阪神高速技研(株)技術部設計課 諸角　治

技術部技術推進室 篠原　聖二

16:19

16:40 計画部長 森本　励

経営企画部長 上松　英司

技術部長 加賀山　泰一

保全交通部長 川北　司郎

17:40 経理部長 田代　千治

建設・更新事業本部
堺建設部大和川線建設事務所
杉村　泰一郎

大阪管理局
保全部 施設工事課
三村　海平

建設・更新事業本部
大阪建設部設計課
曽我　恭匡

維
持
管
理

PC桁等大規模修繕工事における
PCグラウト再注入工法の選定に
ついて

5号湾岸線リニューアル工事にお
ける試験施工報告

５号湾岸線リニューアル工事に
おける取り組み

既設鋼道路橋の溶接継手部に対
するピーニング等による効果検
証

多列杭を有する既設フーチング
の耐震性能評価実験及び損傷メ
カニズムに関する検討

既設トンネルの覆工コンクリー
トの応力調査

業務におけるVDI環境の活用

トンネル内滞留車両検知システ
ムの開発

計画部
事業計画課
宮田　亮

休　　憩

１日目終了

特別
セッション

第５０回記念座談会
～若手技術者に伝えたいこと・大事にし

て欲しいこと～

休　　憩

維
持
管
理

鉛プラグ入り積層ゴム支承
（LRB）の変状メカニズムの分析

Twitterを用いた道路情報収集シ
ステムの開発

支承部品の落下防止装置の開発
に関する検討

腐食した鋼橋ボルト接合部の簡
易な補修工法の検討について

休　　憩
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11:00 22 建設・更新事業本部技術課 ○ 長澤　光弥 (司会)

阪神高速技研(株)技術部設計課 中村　雄基

建設・更新事業本部神戸建設所設計課 藤林　美早

23 建設・更新事業本部技術課 ○ 黒須　早智子 (副司会)

建設・更新事業本部技術課 長澤　光弥

建設・更新事業本部技術課 甲元　克明

24 建設・更新事業本部大阪建設部設計課 ○ 曽我　恭匡

建設・更新事業本部神戸建設所設計課 杉山　裕樹

建設・更新事業本部神戸建設所設計課 小坂　崇

25 建設・更新事業本部大阪建設部設計課 ○ 田中　将登

建設・更新事業本部大阪建設部設計課 曽我　恭匡

建設・更新事業本部大阪建設部設計課 田畑　晶子

26 建設・更新事業本部大阪建設部設計課 ○ 篠田　隆作

建設・更新事業本部大阪建設部設計課 崎谷　淨

建設・更新事業本部大阪建設部設計課 髙橋　祐史

27 建設・更新事業本部大阪建設部大阪改築事務所 ○ 宮﨑　一樹

建設・更新事業本部大阪建設部大阪改築事務所 辻野　博史

建設・更新事業本部大阪建設部大阪改築事務所 寺岡　正人

12:18

西船場JCTにおける環状線拡幅に伴う
既設構造部との接続検討

淀川左岸線（２期）開削トンネルへの
設計審査マニュアル（案）の適用事例
報告

第1日目　平成30年5月30日（水）　　大阪朝日生命館　9階　９Ａ室

分
類

時
間

論文
番号

発表題目 所属・氏名 司会者（調整中）

建設更新事業本部
神戸建設所企画課
葛谷　武司

技術部
技術推進室
青木　康素

助松ジャンクション（関空方面）料金
所の設計概要について

休　　憩

建
設
・
更
新

鋼床版箱桁橋のコーナープレート溶接
部における疲労損傷に関する調査結果

大規模更新事業（喜連瓜破）における
検討状況

都市内の狭隘箇所における鋼曲線橋の
設計について
-西船場JCT　信濃橋渡り線-
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第1日目　平成30年5月30日（水）　　大阪朝日生命館　9階　９Ａ室

13:28 28 建設・更新事業本部堺建設部設計課 ○ 福島　誉央 (司会)
建設・更新事業本部堺建設部設計課 丹波　寛夫

建設・更新事業本部堺建設部設計課 加瀬　駿介

29 建設・更新事業本部堺建設部設計課 ○ 伊佐　政晃 (副司会)

建設・更新事業本部堺建設部設計課 藤原　勝也

建設・更新事業本部堺建設部設計課 中元　佑一

30 建設・更新事業本部堺建設部設計課 ○ 中元　佑一

建設・更新事業本部堺建設部設計課 伊佐　政晃

建設・更新事業本部堺建設部設計課 藤原　勝也

31 建設・更新事業本部大阪建設部大阪改築事務所 ○ 若槻　晃右

建設・更新事業本部大阪建設部大阪改築事務所 川合　将斗

建設・更新事業本部大阪建設部大阪改築事務所 塚本　学

32 建設・更新事業本部大阪建設部大阪改築事務所 ○ 川合　将斗

建設・更新事業本部大阪建設部大阪改築事務所 若槻　晃右

建設・更新事業本部大阪建設部大阪改築事務所 杉本　学

33 建設・更新事業本部大阪建設部企画課 ○ 平山　翔太郎

建設・更新事業本部大阪建設部企画課 糸川　智章

建設・更新事業本部大阪建設部企画課 流田　寛之

34 建設・更新事業本部大阪建設部設計課 ○ 中村　良平

建設・更新事業本部大阪建設部設計課 米谷　作記子

建設・更新事業本部大阪建設部設計課 髙橋　祐史

14:59

15:14 35 建設・更新事業本部堺建設部大和川線建設事務所 ○ 松川　直史 (司会)

建設・更新事業本部堺建設部大和川線建設事務所 河野　康史

建設・更新事業本部堺建設部大和川線建設事務所 大嶋　昇

36 神戸管理部施設工事課 ○ 藤田　敏生 (副司会)

神戸管理部施設工事課 伊東　孝哲

神戸管理部施設工事課 小林　剛士

37 技術部技術推進室 ○ 新名　勉

大阪管理局保全部保全審査課 谷口　惺

38 建設・更新事業本部技術課 ○ 星住　哲也

建設・更新事業本部技術課 長澤　光弥

39 建設・更新事業本部神戸建設所設計課 ○ 西海　能史

建設・更新事業本部神戸建設所設計課 小坂　崇

(一財)阪神高速道路技術センター調査研究部調査研究第一課 服部　匡洋

16:19

   計画部事業計画課
  新井 偉史

保全交通部
システム技術課
杉本  佳代

神戸管理部
保全管理課
今田 勝昭

休　　憩

建
設
・
更
新

常磐西出路矩形シールドトンネルにお
ける既設土留め壁との超近接施工に対
する影響検討

大和川線シールドトンネルにおける掘
進条件の異なる
計測5断面の併設影響に関する考察

大和川線シールドトンネルにおける長
期挙動計測結果

本町通上空の信濃橋入路桁の撤去（報
告）

構造物が近接する都市部におけるケー
ソン基礎の施工

淀川左岸線（2期）事業に関する技術
検討委員会の審議概要（施工法編）

地上レーザスキャナを用いた３次元地
形測量の淀川河川堤防への適用につい
て（淀川左岸線延伸部）

１日目終了

高強度材料を用いたＲＣ部材の耐荷力
特性評価

休　　憩

建
設
・
更
新

常磐西出路における非開削工法の施工
実績

南海トラフ地震に対する津波防災対策
に関する変電塔・通信塔の高所移設工
事について

プレキャストPC床版継手構造の開発

鋼桁架替用運搬装置の開発

阪神高速技研株式会社
岩本　宏



2018/5/14

13:20 OJT参加者

OJT参加者

保全交通部システム技術課 宇野　巧

保全交通部保全企画課 安東　千夏

計画部事業計画課 宮田　亮

建設・更新事業本部堺建設部施設課 久米　正一

14:50

15:05 技術部国際室 西林　素彦

事業開発部 徳増　健

阪神高速技術(株)技術部調査点検課 塚本　成昭

建設・更新事業本部堺建設部設計課 藤原　勝也

技術部国際室 西林　素彦

16:20

１日目終了

特
別
公
開
セ
ッ

シ
ョ

ン

国際コンサルタント業務概要説明

道路・橋梁の維持管理能力強化プ
ロジェクト（カンボジア）

道路維持管理業務の外部委託化に
関する管理能力強化プロジェクト
<フェーズ3>（ケニア）

ADM_Ninja-techプロジェクト（モ
ロッコ）

海外留学報告（ドイツ）

休　　憩

特
別
公
開
セ
ッ

シ
ョ

ン

海外OJT報告（タイ）

海外OJT報告（ケニア）

海外調査報告（アメリカ<ITS>）

海外調査報告（スコットランド・
フランス<道路維持管理・都市交
通>）

海外留学報告（ドイツ）

第1日目　平成30年5月30日（水）　　大阪朝日生命館　9階　９Ｂ室

分
類

時
間

論文
番号

発表題目 所属・氏名 司会者（調整中）



2018/5/14

9:30 1 計画部調査課 ○ 鈴木　英之 (司会)

計画部調査課 兒玉　崇

計画部調査課 石井　亜也加

2 計画部調査課 ○ 石井　亜也加 (副司会)

計画部調査課 河本　一郎

計画部調査課 鈴木　英之

3 計画部調査課 ○ 河本　一郎

計画部調査課 北澤　俊彦

計画部調査課 兒玉　崇

4 計画部調査課 ○ 増本　裕幸

計画部調査課 鈴木　英之

計画部調査課 兒玉　崇

5 阪神高速技研(株)技術部技術課 ○ 青木　圭

阪神高速技研(株)技術部技術課 緒方　一真

大阪管理局保全部保全管理課 山本　剛士

10:35

10:45 6 阪神高速技研(株)技術部技術課 ○ 井上　徹 (司会)

保全交通部交通企画課 宇野　巧

保全交通部交通企画課 岩里　泰幸

7 阪神高速技研(株)技術部技術課 ○ 小島　悠紀子 (副司会)

大阪管理局保全部システム保全課 萩原　武司

阪神高速技研(株)技術部技術課 鈴木　健太郎

8 阪神高速技研(株)技術部技術課 ○ 鈴木　健太郎

計画部調査課 兒玉　崇

計画部調査課 増本　裕幸

9 阪神高速技研(株)技術部技術課 ○ 田中　博

計画部調査課 兒玉　崇

阪神高速技研(株)技術部技術課 小島　悠紀子

10 阪神高速技研(株)技術部技術課 ○ 西　剛広

保全交通部 山本　昌孝

保全交通部交通企画課 宇野　巧

11:50

休　　憩

SP調査試行による時間信頼性のス
ケジューリングパラメータ算出に
関する検討

第2日目　平成30年5月31日（木）　　大阪朝日生命館　8階　朝日生命ホール

分
類

時
間

論文
番号

発表題目 所属・氏名 司会者（調整中）

建設・更新事業本部
堺建設部設計課
福島　誉央

建設・更新事業本部
神戸建設所設計課
青井  一

計画部
計画調整課
藤林 健二

大阪管理局
保全部保全設計課
柿木  啓

速度回復誘導灯を用いた渋滞対策
の次期展開について

携帯プローブデータを活用した大
規模補修工事における交通流動把
握について

休　　憩

計
画
・
交
通
・
サ
ー

ビ
ス
・
環
境

東船場JCT・西船場JCT間における
整流化対策効果の事前評価

車両検知器データの各種記号と統
計データとの関係性及び補正方法
の立案

経路検索サービスを活用した年末
年始渋滞迂回施策の効果検証

計
画
・
交
通
・
サ
ー

ビ
ス
・
環
境

全体 適な速度制御による渋滞発
生抑制施策の検討

変動を考慮した確率的渋滞予測に
関する検討

交通シミュレーションを活用した
出口渋滞緩和施策検討

阪神高速道路の交通安全対策第3
次アクションプログラムに備わっ
た新たな視点と策定の経緯



2018/5/14

第2日目　平成30年5月31日（木）　　大阪朝日生命館　8階　朝日生命ホール

13:03 11 阪神高速技研(株)技術部技術課 ○ 劉　冰 (司会)

保全交通部交通企画課 宇野　巧

阪神高速技研(株)技術部技術課 井上　徹

12 取締役常務執行役員 岡本　博 (副司会)

保全交通部交通企画課 西岡　悟史

阪神高速技術(株)技術部情報管理課 ○ 永廣　悠介

13 神戸管理部保全管理課 ○ 今田　勝昭

神戸管理部保全管理課 石原　雅晃

阪神高速技研(株)技術部技術課 西　剛広

14 大阪管理局保全部システム保全課 ○ 萩原　武司

阪神高速技研(株)技術部技術課 小島　悠紀子

阪神高速技研(株)技術部技術課 鈴木　健太郎

15 大阪管理局保全部保全管理課 ○ 出口　翔理

大阪管理局保全部保全管理課 山本　剛士

大阪管理局保全部システム保全課 萩原　武司

16 保全交通部交通企画課 ○ 岩里　泰幸

保全交通部交通企画課 宇野　巧

14:21

14:31 17 保全交通部システム技術課 ○ 杉本　佳代 (司会)

保全交通部 山本　昌孝

保全交通部システム技術課 宇野　巧

18 阪神高速技術(株)工事部工事規制管理課 ○ 野村　真介 (副司会)

阪神高速技術(株)工事部工事規制管理課 佐々木　伸雄

阪神高速技術(株)工事部工事規制管理課 高村　義行

19 阪神高速技術(株)技術部情報管理課 ○ 松尾　智太郎

大阪管理局保全部システム保全課 萩原　武司

阪神高速技術(株)技術部情報管理課 棚橋　卓也

20 大阪管理局保全部システム保全課 ○ 追出町　宇宙

大阪管理局保全部システム保全課 萩原　武司

大阪管理局保全部施設工事課 松浦　一裕

21 保全交通部保全企画課 ○ 杉山　貴教

保全交通部保全企画課 安東　千夏

大阪管理局保全部保全管理課 出口　翔理

15:36

16:00
京都大学経営管理大学院

　教授
小林　潔司

関西経済連合会
　専務理事

関　総一郎

一般社団法人日本自動車連盟
　事業部長

小林　祐二

関西エアポート株式会社
　執行役員

三浦　覚

17:30
阪神高速道路株式会社

　取締役常務執行役員
関本　宏

17:30 阪神高速道路株式会社

　　取締役常務執行役員 関本　宏

建設・更新事業本部
大阪建設部設計課
米谷　作記子

大阪管理局
保全部施設工事課
川田  真吾

建設・更新事業本部　　企画課
余田 善紀

休　　憩

休　　憩

計
画
・
交
通
・
サ
ー

ビ
ス
・
環
境

ETCデータを活用した誤退出・誤
進入等に関する定量的な把握

Neural Networkを用いた所要時間
提供情報の改善
～ETC2.0データの活用～

3号神戸線上り摩耶出口付近にお
ける事故分析・対策及び対策の効
果検証

入口料金所ブース運用等の工夫に
よる渋滞軽減の可能性検証

5号湾岸線大規模修繕工事に係る
交通影響分析について

神戸管理部
施設工事課
寺村  省吾

カーナビゲーションによる事故リ
スク情報提供

２日目終了

休　　憩

特別
セッション

　　パネルディスカッション

閉
会

　　論文各賞（ 優秀・優秀・奨励等）
　　　　　　　　　の発表及び閉会の辞

計
画
・
交
通
・
サ
ー

ビ
ス
・
環
境

道路情報板における渋滞区間表示
入替について

規制調整業務の現状と将来の展望
について

湾岸線リニューアル工事における
ＥＴＣデータを活用した比較所要
時間提供

5号湾岸線リニューアル工事にお
けるＴｗｉｔｔｅｒを活用した情
報発信

大規模規制区間における所要時間
算出機能の開発と評価



2018/5/14

9:30 40 建設・更新事業本部神戸建設所設計課 ○ 岡上　政史 (司会)

建設・更新事業本部神戸建設所設計課 小坂　崇

建設・更新事業本部神戸建設所設計課 杉山　裕樹

41 大阪管理局保全部保全設計課 ○ 佐藤　彰紀 (副司会)

大阪管理局保全部保全設計課 橋爪　大輔

大阪管理局保全部保全設計課 堀岡　良則

42 (一財)阪神高速道路技術センター調査研究部調査研究第二課 ○ 赤松　伸祐

技術部技術推進室 青木　康素

建設・更新事業本部神戸建設所設計課 杉山　裕樹

66 阪神高速技研(株)技術部設計課 ○ 森田　卓夫

大阪管理局保全部保全管理課 山本　剛士

阪神高速技研(株)技術部設計課 山本　博史

67 阪神高速技術(株)技術部技術開発課 ○ 原田　大樹

阪神高速技術(株)技術部技術開発課 上見　範彦

建設・更新事業本部堺建設部大和川線建設事務所 高礒　徹

10:35

10:45 68 阪神高速技術(株)工事部京橋事業所 ○ 三谷　涼太郎 (司会)

阪神高速技術(株)技術部技術開発課 司馬　竜也

69 阪神高速技術(株)工事部工事規制管理課 ○ 岩佐　勇毅 (副司会)

阪神高速技術(株)工事部工事規制管理課 富澤　康雄

阪神高速技術(株)工事部 宇野　治

70 阪神高速技術(株)技術部調査点検課 ○ 網野　春日

内外構造(株)技術開発部技術開発一課 勝島　龍郎

大阪管理局保全部保全設計課 柿木　啓

71 大阪管理局保全部保全設計課 ○ 八ツ元　仁

建設・更新事業本部大阪建設部設計課 田畑　晶子

大阪管理局保全部保全設計課 小林　寛

72 大阪管理局保全部保全設計課 橋爪　大輔

大阪管理局保全部保全設計課 ○ 堀岡　良則

大阪管理局保全部保全設計課 佐藤　彰紀

73 (一財)阪神高速道路技術センター調査研究部調査研究第一課 ○ 服部　匡洋

(一財)阪神高速道路技術センター調査研究部調査研究第一課 大石　秀雄

技術部技術推進室 篠原　聖二

12:03

土木部門管理資料の情報取得効率
向上を目指した高度化の取り組み

休　　憩

維
持
管
理

トンネル消火設備におけるフート
弁の新技術適用

「新型規制資機材」の開発・試行
導入について

鋼床版き裂のモニタリングシステ
ムの構築

Uリブ鋼床版における下面補強工
法の構造性能評価に関する一考察

建設・更新事業本部
大阪建設部企画課
 田島 祐介

保全交通部
システム技術課
樽岡　達矢

亜硝酸リチウム内部圧入工による
ASR補修の適用性に関する検討

第2日目　平成30年5月31日（木）　　大阪朝日生命館　9階　９Ａ室

分
類

時
間

論文
番号

発表題目 所属・氏名 司会者（調整中）

技術部
技術推進室
篠原 聖二

大阪管理局
保全部施設保全課
髙井　啓行

建
設
・
更
新

杭基礎一体型鋼管集成橋脚で構成
された連続高架橋の適用範囲に関
する検討

合成桁橋のRC床版取替における
ウォータージェットによる床版急
速撤去技術の開発

維持管理性に配慮した鋼箱桁中間
ダイアフラム開口形状の標準化に
向けた検討

新材料による開削トンネル構造目
地部止水の取り組みについて

阪神高速道路ネットワークの地震
被災危険度評価シミュレーション

休　　憩
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第2日目　平成30年5月31日（木）　　大阪朝日生命館　9階　９Ａ室

13:03 74 技術部技術管理課 ○ 平野　敏彦 (司会)

阪神高速技研(株)システム事業本部企画開発課 荒川　貴之

75 阪神高速技研(株)技術部設計課 ○ 玉置　脩人 (副司会)

阪神高速技研(株)技術部設計課 正木　健太

大阪管理局保全部保全設計課 八ツ元　仁

76 阪神高速技研(株)技術部設計課 ○ 正木　健太

大阪管理局保全部保全設計課 八ツ元　仁

阪神高速技研(株)技術部設計課 玉置　脩人

77 阪神高速技術(株)技術部調査点検課 ○ 水野　成滋

阪神高速技術(株)技術部調査点検課 塚本　成昭

大阪管理局保全部保全設計課 柿木　啓

78 (一財)阪神高速道路技術センター調査研究部調査研究第一課 ○ 宇都宮　光治

保全交通部保全調整・点検課 植田　拓磨

保全交通部保全調整・点検課 齊藤　暖

79 (一財)阪神高速道路技術センター調査研究部調査研究第一課 ○ 慈道　充

保全交通部保全調整・点検課 植田　拓磨

保全交通部保全調整・点検課 齊藤　暖

14:21

14:31 80 大阪管理局保全部保全設計課 ○ 林　訓裕 (司会)

建設・更新事業本部大阪建設部設計課 中木原　宏文

保全交通部保全調整・点検課 植田　拓磨

43 阪神高速技術(株)技術部調査点検課 ○ 宇野津　哲哉 (副司会)

大阪管理局保全部保全設計課 林　訓裕

阪神高速技術(株)技術部調査点検課 塚本　成昭

44 阪神高速技術(株)技術部調査点検課 ○ 杉本　浩志

神戸管理部保全管理課 堀岡　良則

阪神高速技術(株)技術部調査点検課 井口　祐樹

45 阪神高速技術(株)技術部調査点検課 ○ 藤田　賢司

大阪管理局保全部保全設計課 橋爪　大輔

阪神高速技術(株)技術部調査点検課 坂本　直太
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システムの導入

情報システム室
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門型標識柱の損傷における構造特
性の影響検討

各種手法による鋼床版デッキ貫通
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いて
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ＰＣ箱桁橋における漏水発生原因
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鋼板補強済RC床版のコンクリート
物性値や内部損傷と外観変状との
関連性に関する分析
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短区間ジョイントの解消を目指し
たジョイントレス基本計画の立案
について

鋼製伸縮装置の疲労損傷の要因と
なる腐食メカニズムについて

有馬北トンネルで発生した路面隆
起に対する地質調査
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阪神高速工事情報等共有システム
の構築

PCポステンT桁に関する内部損傷
と外観変状との関連性に関する分
析




