
令和２年６月１７日 （水 ）

国土交通省関東地方整備局

企 画 部 施 工 企 画 課

新技術活用「テーマ設定型（技術公募）」における
技術選定結果を公表します

～新技術の現場活用の早期拡大のために～

記 者 発 表 資 料

問い合わせ先

テーマ設定型（技術公募）における技術募集を実施し、応募のあった技術を審査した結
果、別添のとおり選定したので、お知らせします。

今回選定された技術は、現場での技術検証段階に移り、その評価結果については、関
東地方整備局新技術活用評価会議で審査のうえ、NETISホームページの「テーマ設定型
の比較表」にて今年度内に公表する予定です。

１．技術テーマ

１）建設発生土（河川浚渫・掘削土等）を活用した盛土材料（通常堤防・高規格堤防）と

しての改良技術、無害化技術（不溶化）

２）軟弱地盤上の堤防整備における周辺地盤に影響を与えない圧密・排水促進の技術

（地盤改良を含む）

公募期間：令和2年2月12日～3月4日及び令和2年4月24日～5月15日

２．選定結果別紙のとおり

３．選定結果の公表等

実施機関ＨＰ（http://www.jice.or.jp/）にて公表します。

※実施機関ＨＰには、選定結果以外に公募要領、要求性能評価項目等が掲載されています。
なお、本技術の「テーマ設定型（技術公募）」の実施は、平成30年6月末に第三者機関等として選定された
JICEが行うものです。

（一財）国土技術研究センター（JICE）

TEL: 03-4519-5001（河川政策グループ） FAX: 03-4519-5011

１）E-mail：netis-hasseido@jice.or.jp ２）E-mail：netis-atsumitsu@jice.or.jp

※公募に関するお問い合わせは、実施機関ＨＰ（http://www.jice.or.jp/）もしくは上記連絡先まで

ご連絡ください。

竹芝記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 神奈川建設記者会

発表記者クラブ

国土交通省
同時発表

国土交通省関東地方整備局

企画部機械施工管理官 二瓶正康 TEL：048-600-1347（内線：3132）、施工企画課建設専門官 菊地隆（内線：3456）
きくち たかしにへい まさやす
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選定技術一覧表 
 

公募名：「建設発生土（河川浚渫・掘削土等）を活用した盛土材料（通常堤防・ 

高規格堤防）としての改良技術、無害化技術（不溶化）」 

 

 

番号 技 術 名 NETIS番号 申請者名 

1 
建設発生土等の固化材によるリサ

イクル改良土化 
今後登録予定 田中石灰工業株式会社 

2 
重金属汚染対策材「マジカルフィ

ックス」 

登録済 
住友大阪セメント株式会社 

KT-150047-A  

3 ソイルセパレータ・マルチ工法 今後登録予定 東亜建設工業株式会社 

4 プラグマジック工法 
掲載期間終了技術 

東亜建設工業株式会社 
KT-990500-A 

5 ＥＳＲ工法 
掲載期間終了技術 

新潟県土質改良事業協同組合 

HR-060002-V 

6 ＦＴマッドキラー工法 
掲載期間終了技術 

株式会社フジタ 
CB-010011-V 

7 FRESH BANK工法(仮） 今後登録予定 株式会社フジタ 

8 吸水性泥土改質材「ワトル」 
登録済 ジャイワット株式会社 

（共同開発者：五洋建設株式会社） TH-160010-A 

9 
万能土質改良機による建設発生土

再利用システム 

掲載期間終了技術 
株式会社オクノコトー 

KK-980012-V 

10 
回転式破砕混合工法による建設発

生土リサイクル技術 

掲載期間終了技術 
日本国土開発（株） 

KT-090048-V 

11 浚渫底泥高圧脱水処理システム 
掲載期間終了技術 りんかい日産建設株式会社 

(共同開発者：日鉄エンジニアリング

株式会社) QSK-08006-A 

12 
ﾗｲﾄｱｰｽ製造設備を利用した建設発

生土再生利用技術 

登録済 
有限会社将楽産業 

KKK-150001-A 

13 浅層地盤改良技術 
掲載期間終了技術 

株式会社東洋スタビ 
CG-020003 

14 
石膏系中性固化材 （エコハードＡ

Ⅱ） 

登録済 チヨダウーテ株式会社 

（共同開発者：富山高等専門学校  

教授 袋布昌幹） 
CB-160012-A 

15 
重金属不溶化材「デナイトシリー

ズ」 

登録済 太平洋セメント 

株式会社 KT-140040-VR 
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番号 技 術 名 NETIS番号 申請者名 

16 土壌改良材 DWファイバー 
登録済 国土防災技術株式会社 

（共同開発者：大建工業株式会社） KT-170110-A 

17 セグロ工法（仮） 今後登録予定 

株式会社ワールド・リンク 

（共同開発者：九州産業大学  

教授 林泰弘） 

18 デイサット工法 
登録済 株式会社ワールド・リンク 

（共同開発者：九州産業大学  

教授 林泰弘） 
QS-150003-A 

19 グリーンライム M・スーパーMAG 

登録済（スーパーMAG） 

CG-160004-A 
宇部マテリアルズ株式会社 

登録申請手続き中 

（グリーンライム M） 

20 エコクロム 
登録済 株式会社加藤建設 

（共同開発者：デンカ株式会社） KT-180040-A 

21 
パワーブレンダー工法 （地表散布

方式 、集塵装置付地表散布方式） 

掲載期間終了技術 
株式会社加藤建設 

CB-980022-V 

22 
パワーブレンダー工法 （スラリー

噴射方式） 

掲載期間終了技術 
株式会社加藤建設 

CB-980012-V 

23 
重金属吸着マットによる吸着層工

法 

登録済 JFE ミネラル株式会社 

（共同開発者：有限会社アイコス、 

株式会社北陽） 
HK-150010-A 

 

※番号は技術公募申請順 
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選定技術一覧表 
 

公募名：「軟弱地盤上の堤防整備における周辺地盤に影響を与えない圧密・排水 

促進の技術（地盤改良を含む）」 

 

 

番号 技 術 名 NETIS番号 申請者名 

1 
CVT工法と Qin-TAKO工法(基本 SWP

工法) 

掲載期間終了技術 株式会社アサヒテクノ 

(共同開発者： 

山口大学名誉教授 兵動正幸、 

茨城大学名誉教授 安原一哉) 
KT-000120-A 

2 環境に優しい底泥処理工法 
掲載期間終了技術 

株式会社大林組 

KT-010016-A 

3 
フローティング型壁式地盤改良工

法 

登録済 一般財団法人土木研究センター 

(共同開発者：九州大学大学院 

工学研究院 教授 安福規之) 
KT-180144-A 

4 ALiCC工法 
掲載期間終了技術 株式会社不動テトラ 

(共同開発者：AliCCL工法研究会) KT-070009-V 

5 真空圧密ドレーン工法 
掲載期間終了技術 五洋建設株式会社 

(共同開発者：錦城護謨株式会社) HK-060002-V 

6 CI-CMC-HA工法 
登録済 

株式会社不動テトラ 
QS-160049-VE 

7 N-Jet工法 
登録済 日特建設株式会社 

(共同開発者：N3 ナカシマ合同会社) KT-200039-A 

8 Megaジェット工法 
登録済 

ライト工業株式会社 
KTK-160023-A 

9 RASコラム工法 
掲載期間終了技術 

ライト工業株式会社 
KT-980496-V 

10 RMP-MST工法 
登録済 

ライト工業株式会社 
KTK-170005-A 

11 キャッスルボードエコ K 
掲載期間終了技術 綿城護謨株式会社 

(共同開発者：鹿島建設株式会社) CG-120008-A 

 

※番号は技術公募申請順 


