
新都市ハウジングニュース　2014年秋号　Vol.75　©新都市ハウジング協会2003
発行所：一般社団法人　新都市ハウジング協会
　　　　〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-16-17　虎ノ門センタービル　TEL.03-3504-2381  FAX. 03-3504-1018　http://www.anuht.or.jp
発行者：松井敏夫
編　集：ハウジングニュース編集委員会（HN編集委員会）
　　　　委員長　荒城　隆　　秋号主査　堀　長生　　委員　高原光吉、村田明子、渡瀬利則、久保田広法、荒川純一　　事務局　岩本光司
定　価：1冊1,200円（消費税込）　年間購読　1年（4冊）4,000円（消費税込）

新都市ハウジングニュースVol.75 2014. 秋● 25

編
集
後
記

　コンクリートは、型枠に流し込むことによって自
由な造形性が得られる施工の容易さに加え、強度と
価格面から最も主要な建築材料である。我が国でコ
ンクリートが用いられるようになったのは、明治初
期にポルトランドセメントが国産化されて以来であ
り、すでに140年以上の歴史がある。近代建築に
は欠くことのできないコンクリートであるが、今号
では、その研究開発の最先端を特集した。
　コンクリートの研究開発は、ひび割れを生じない
ことやじん性を付与するといったコンクリートの欠
点を改善する技術、強度や耐久性をより高性能にす
る技術および環境負荷を低減する技術に大きく分け

られる。今回レポートいただいた超高強度コンクリ
ートの開発では、圧縮強度が200N/㎟のコンクリ
ートがすでに実用化されている。200N/㎟と言わ
れてもどのくらい強いのかピンとこないが、このコ
ンクリートで1cm立方のサイコロを作り、そこに
普通乗用車を載せても大丈夫と考えれば多少理解し
やすいかもしれない。50階を超える鉄筋コンクリ
ート造超高層マンションの建設も盛んであるが、こ
のような超高層マンションの柱には、数千トンの荷
重がかかると言われている。超高層マンションの建
設には、超高強度コンクリートの開発が必須であっ
たことがわかり興味深い。

　巻頭言は、多忙な東大教授野口貴文先生に海外出
張先まで追いかけて原稿をいただくこととなり、誠
に恐縮した次第である。野口先生は、機能・性能の
高度化を目的に進化を遂げたコンクリートが、今後
真に求められるのは、環境への貢献であると述べて
おられる。さらに進化を続けるコンクリートを活か
すことのできる社会の仕組みづくりも急務であると
指摘されている。
　ローテクと思われていたコンクリートは、最先端
の化学技術とナノテクを駆使したハイテク材料に変
身しつつある。さらなる進化を期待したい。

（N.H）

運営委員会・幹事会関係
� 運営委員会 7/2 8/6 9/5
� 広報部会 7/9（調研）7/29 　　
　・HN編集委員会 8/1 8/27
� 知的財産権部会 7/18
� 設備システム部会 8/5  　　 
� 耐火構造技術研究開発部会 7/4 8/7 9/4 

CFT造普及委員会関係
� CFT造普及委員会 7/16 9/10
� CFT造耐火設計部会 7/4 8/7 9/4
� CFT造施工部会 7/30 8/27 9/8 9/24
� CFT造施工管理技術者制度部会 7/8 8/5 9/9
� 技術普及小委員会 7/30
� CFT造技術基準等小委員会 8/21
� CFT造研究開発小委員会 7/16
　・CFT造耐火設計法研究会 9/4
　・CFT造施工技術研究会 8/5 9/30

都市居住研究委員会関係
� 都市居住研究委員会 7/10

� 都市環境研究会
　・ユニバーサルデザイン分科会 7/8 8/6 9/10
　・マンションLCP評価分科会 7/18 8/20
� 住宅計画研究会
　・次世代住空間分科会 7/28 8/29
　・都市型住宅分科会 8/1 9/5
� エネルギーシステム研究会 7/31 9/30

長寿命建築システム普及推進委員会関係
� 普及推進幹事会 7/18 9/8
　　スケルトンWG 
　　　スケルトンWG幹事会 7/28 8/22 9/29
　　　　設計法SWG 7/30 8/20
　　　　架構部材SWG 7/14 8/25 9/19
　　　　施工法SWG 7/17 8/20 9/25
　　技術インフラWG 7/22 7/24 8/19 9/2 9/18
　　住棟インフラWG 7/18 8/21 9/18
� 長期優良住宅等検討部会 8/25

受託共同研究委員会関係
� 普既存集合住宅・調査補修方法等研究委員会 7/11 9/26

活 動 記 録 7/1～9/30

（UHF）

（見学会）
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C o n t e n t s

1

特集  進化するコンクリート
巻頭論文
進化を続ける建築材料「コンクリート」
野口　貴文　東京大学　大学院工学系研究科　建築学専攻　教授

4レポート
200N/mm2級超高強度コンクリート  
小島　正朗　株式会社竹中工務店　技術研究所　建設材料部構造材料グループ　主任研究員

究極のひび割れ低減技術「ゼロシュリンク®」  
辻埜　真人　清水建設株式会社　技術研究所　構造・生産技術センター　博士（工学） 

6

長寿命化コンクリート「EIEN」  
笠井　浩　鹿島建設株式会社　技術研究所　建築生産グループ　上席研究員

8

高靱性繊維補強セメント複合材料
閑田 徹志　鹿島建設株式会社　技術研究所　建築生産グループ　グループ長

10

CO2排出量を低減するコンクリート「クリーンクリートⓇ」
小林　利充　株式会社大林組　技術研究所　生産技術研究部　主任研究員

12

クローズド型の完全再資源化技術「コンクリート資源循環システム」  
黒田　泰弘　清水建設株式会社　技術研究所　構造・生産技術センター　グループ長

14

緑化コンクリート  
柳橋　邦生　株式会社竹中工務店　技術研究所　エコエンジニアリング部長

16

海水練り・海砂コンクリート  
竹田　宣典　株式会社大林組　技術研究所　生産技術研究部　上級主席技師

18

調査研究発表会
平成26年度調査研究発表会が開催されました
活動ニュース
活動記録ほか

20
　
24
25

写真：　
表紙及び裏表紙
オーストリアの画家・建築家のフリー
デンスライヒ・フンデルトブァッサー
デザインのウィーンの公共住宅「フン
デルトブァッサー・ハウス」。
一部屋ごとに異なるカラフルな外観と
成長した植物の緑がマッチした街並み
にもとけこんだ美しい建物。

撮　影 平澤由美
撮影日 2014年6月

人事異動（国土交通省）
住宅局人事

旧所属氏名新所属日付

H26. 7月 14日 住宅生産課長補佐 九反田 悠妃 環境省水・大気環境局総務課企画法令係長
H26. 7月 15日 住宅政策課企画専門官（併）住宅取得給付措置推進室 清水　 充 大臣官房人事課長補佐
H26. 7月 15日 住宅政策課長補佐 矢吹　 尚子 都市局都市計画課付
H26. 7月 15日 安心居住推進課長 中田　 裕人 土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室長
H26. 7月 24日 住宅生産課建築技術政策分析官 木下　 真 インドネシア共和国派遣中
H26. 8月 10日 住宅総合整備課賃貸住宅対策官 二俣　 芳美 総務課専門調査官

H26. 9月 19日 市街地建築課市街地住宅整備室課長補佐 江原　 千晶 大臣官房人事課付   （併）住宅総合整備課

H26. 10月 1日 住宅総合整備課長補佐 豊田　 憲治 パナソニック株式会社エコソリューションズ社技術本部
     コア技術開発センターエネルギーシステムグループ参事
H26. 10月 1日 安心居住推進課長補佐 清田　 豊貴 独立行政法人住宅金融支援機構事務管理部事務企画グループ調査役
H26. 10月 1日 住宅生産課建築環境企画室課長補佐 萩原　 崇 東京ガス株式会社燃料電池事業推進部燃料電池企画グループ基幹
H26. 10月 1日 住宅生産課建築環境企画室課長補佐 藤井　 裕士 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室課長補佐
関連人事
H26. 7月 15日 独立行政法人都市再生機構理事 瀬良　 智機 安心居住推進課長


