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１．はじめに

2.3

応募資格

(1)

応募者

「国土技術開発賞」は、建設分野における技術開発者に対

応募技術の開発を中心となって実施し、かつ開発された

する研究開発意欲の高揚と建設技術水準の向上を図ること

技術に対して責任のとれる者（
「個人(※)」
、
「民間法人」
、
「行

を目的として、建設分野における優れた新技術及びその開

政機関等(※※)」
）
。

発に貢献した技術者を対象に表彰する事業である。

(※) ：大学等の研究・教育機関に所属する学識経験者等

ＪＩＣＥ創立２５周年である平成１０年度に、旧建設省

(※※) ：国及び地方公共団体等、特殊法人、独立行政法人及び公益

の後援のもと、
「建設技術開発賞」と称して創設（平成１１
年度から表彰を開始）した。その後、平成１３年１月の国

法人とそれらに付属する研究機関等の全ての機関

(2)

共同開発者

土交通省発足を契機に、
「国土技術開発賞」
と改称するとと

応募技術の開発に関し、応募者とならないまでも参画を

もに、財団法人沿岸技術研究センター（ＣＤＩＴ）との共

行った者（個人、民間法人、行政機関等）とし、応募技術

催で実施するものとし、対象とする技術分野を拡大した。

が入賞した際の表彰対象とはならないが公表対象とする。

また、昨年度、第１１回国土技術開発賞より「地域貢献

(3)

技術開発者

技術賞」を創設し、独自の建設技術の活用・応用を通じて、

技術開発者は、応募技術の開発に 直接 かつ 中心

地域の課題解決に貢献した技術を表彰することとした。

となって携わった者の内、 技術的に重要な役割 を担った担



当者。

２．第１２回国土技術開発賞の概要
2.1




2.4

募集期間

実施主体

平成２２年２月３日（水）から平成２２年４月７日（水）

主催



（財）国土技術研究センター（JICE）
（財）沿岸技術研究センター（CDIT）

  後援
国土交通省

  協賛

2.5

選考方法

選考は、第１２回国土技術開発賞選考委員会を設置して実
施した。選考委員会のメンバーは以下の通り。
委員長 中村英夫（東京都市大学 学長）
委 員 土岐憲三（立命館大学 教授）

（財）日本建設情報総合センター（JACIC）

〃

国土交通省 技監

（財）先端建設技術センター（ACTEC）

〃

同 大臣官房技術総括審議官

（財）港湾空港建設技術サービスセンター（SCOPE）

〃

同 大臣官房技術審議官

〃

同 国土技術政策総合研究所長

〃

同 国土地理院長

住宅・社会資本整備もしくは国土管理に係わる、計画・設

〃

（独）土木研究所 理事長

計手法、施工方法、維持管理手法、材料・製品、機械、伝統

〃

（独）建築研究所 理事長

技術の応用などの広範に亘る技術で、概ね過去５年以内に技

〃

（独）港湾空港技術研究所 理事長

術開発され、かつ過去３年以内に実用に供された新技術。

〃

JICE 理事長

〃

CDIT 理事長


2.2

対象技術
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選考に当たっては、応募者より提出された応募書類に記され

クルコスト等の「直接的な効果」と、環境負荷の低減、安全

ている内容をもとに、「技術開発の効果」、「汎用性」、「独創

性の向上等の「間接的な効果」に分けて評価を行った。

性」の三つの視点から総合的に評価した。特に、
「技術開発の

地域貢献技術賞については、これら三つの視点に「地域への

効果」においては、工事コスト縮減、工期短縮、ライフサイ

貢献」の視点を加えて総合的に評価した。
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2.6

選考結果

第１２回国土技術開発賞では、民間企業等から３３件の応
募があり、それら技術は建設分野全般にわたる大変幅広いも
のであった。その内容は工法、機械、材料などのハードな技
術から調査・計測などのソフトな技術、さらには、これらハ
ードとソフトを融合した技術など、多岐に亘っていた。また、
いずれの技術も技術開発者の意欲と創意工夫に満ちたもので
あった。
これらの応募技術の中から、第１２回国土技術開発賞選考



委員会の厳正かつ公正なる選考により、
最優秀賞

１件（国土交通大臣表彰）

写真-１ 第12回国土技術開発賞表彰式（平成22年7月7日）

優秀賞

３件（国土交通大臣表彰）

中村英夫選考委員会委員長講評

入 賞

４件（選考委員会委員長表彰）

地域貢献技術賞 ２件（国土交通大臣表彰）
の計１０件を表彰対象として決定した（表-１）
。


2.7

第１２回国土技術開発賞表彰式

第１２回国土技術開発賞の表彰式は、東京国際フォーラムに
おいて平成２２年７月７日に、技監をはじめとする国土交通
省の関係者の方々、並びに関係団体から多数のご来賓の方々
のご臨席を賜り、盛大かつ終始和やかな雰囲気で執り行われ



た（写真-１）
。
また、各賞の表彰においては、最優秀賞、優秀賞、並びに地
域貢献技術賞については甲村謙友国土交通省技監より（写真

写真-２ 第12回国土技術開発賞表彰式（平成22年7月7日）
〈最優秀賞〉ベル工法

−２）
、入賞については中村英夫選考委員会委員長より、表彰

中 央：国土交通省技監 甲村謙友氏

状と副賞が、受賞技術を開発した法人代表者、及び技術開発

写真左：(株)エム･シー･エル･コーポレーション 野沢 有氏

に携わった代表者（代表技術開発者）に対して、それぞれ直

写真右：川崎重工業(株) 瀬川 雅司氏

接授与された。
各賞の受賞技術概要のご紹介は、技術開発者自身によりパワ
ーポイントを用いて行って戴いた。
（写真-３）
。
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写真-３ 第12回国土技術開発賞表彰式（平成22年7月7日）
受賞技術概要紹介状況
〈優秀賞〉非接触肉厚測定装置
(独)港湾空港技術研究所 吉住 夏輝氏
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（注）

2.8 第１２回国土技術開発賞 最優秀賞の紹介

ものづくり日本大賞

最優秀賞 ベル工法

「ものづくり日本大賞」は、政府により平成１６年度に創設（第１回

（副題）塩化ビニル管を用いた小口径・長距離・曲線

は平成１７年度に表彰）された総理大臣による表彰制度であり、我が

推進工法

国の産業・文化の発展を支え、豊かな国民生活の形成に大きく貢献し

応募者：(株)エム・シー・エル・コーポレーション

てきた「ものづくり」を着実に継承し、さらに発展させていくことを

川崎重工業(株)

目的に創設されたものである。

ベル工法は、下水道管渠として耐腐食性に優れた塩化ビニル

最先端の技術から伝統的・文化的な「技」まで幅広い分野において

管を用いて、小口径・長距離・曲線の推進を行う新技術である。

中核を担う中堅世代のうち、特に優秀と認められる人材（
「ものづくり

推進工法は、元押しジャッキで推進管を押していくため、推

名人」
）に対して、２年に１回、内閣総理大臣より表彰が行われる。

進延長とともに地山と推進管との周面摩擦力が上昇する。ま

｢ものづくり日本大賞｣には、
「(1)産業・社会を支えるものづくり」、

た、塩化ビニル推進管はコンクリート推進管と比較して、同

｢(2)文化を支えるものづくり｣、｢(3)ものづくりを支える高度な技能｣

じ径では２０％〜３５％程度の耐荷力しかなく、長距離（９

の３分野がある。

０ｍ以上）を推進することは不可能であった。

「(1)産業・社会を支えるものづくり」分野では、
「①製造・生産プロ
セス部門」
、
「②製品・技術開発部門」
、
「③伝統技術の応用部門」の３
部門において建設分野の技術も対象とすることとされている。



３．おわりに
建設分野における技術開発は、国民生活を支える社会資本を


本技術は、塩化ビニル推進管内に「インナー支持装置」を設

効率かつ効果的に整備、維持していく上で、今後とも重要な
役割を担っている。

置して、元押しジャッキからの推進力を掘進機まで直接伝達

国土技術開発賞における顕彰が、産学官民の建設技術者によ

すると共に、塩化ビニル管を内側から支持して、耐荷力の乏

る常日頃からの技術開発、またその活用促進を積極的に行え

しい塩化ビニル管での長距離推進を可能としたものである。

る環境づくりの一助となれば幸いである。

また、インナー支持装置はピン構造であり、曲線にも対応可

今回受賞した技術は、より効率的なインフラの整備や脆弱

能としている。

な国土の管理を行なうために欠かすことのできない新技術で



あり、これを機に、我世代が次世代へ力強く美しい国土を残

2.9 第４回ものづくり日本大賞への推薦

す責任を果たすために、幅広く社会に活用されるものと確信

今回、最優秀賞（国土交通大臣表彰）を受賞した「ベル工法」
、

している。

優秀賞（国土交通大臣表彰）を受賞した「ジャケット式桟橋

JICEとしては、引き続き、優れた新技術の活用促進に向け

の長期防食システム」
、
「非接触肉厚測定装置」
、及び「IH式舗

た情報提供に努めるとともに、建設産業における技術開発の

装撤去工法」の４技術については、平成２３年度に表彰が予

重要性についても広くPRしていきたい。

定されている「第４回ものづくり日本大賞（注）」の内閣総理大
臣賞の候補として、国土交通省に設置される『第４回ものづ
くり日本大賞「産業・社会を支えるものづくり」分野（建設
業に係るものに限る）に係る選考有識者会議』へ推薦する技
術となる予定である。
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