NETIS震災復旧・復興支援サイトに登録されている技術で、公表された平成23年7月6日以降に、
NETISに登録された技術一覧表【全87技術】(平成24年6月6日)
NETIS番号
KK-110037

技術名称

ジャンル

がれき・土砂処理(再生),ライフライン復旧,液状化
次世代コンクリート誘導モルタル化剤
対策,補修・修復(コンクリート構造物,橋梁,路面,河
スリックパワープライム
川護岸,海岸),水中作業,応急復旧

CB-110040 建設発生土高度再生工法

がれき・土砂処理(再生),液状化対策

HK-110048 ツレバー工法

がれき・土砂処理(再生),補修・修復(河川護岸,海
岸,その他(道路法面))

舗装材ブロック「ウィードロック森のれ
んが」
有機性廃棄物の発生地内堆肥化製
CB-110049
造工法(地産地消工法)
「省力化かご工」ハイパーマット多段
CG-110022
積型
KK-110062

HK-110030 DCパネル

がれき・土砂処理(再生),補修・修復(路面)
がれき・土砂処理(再生,処分),その他(完成堆肥は
緑化工事等に使用できます)
がれき・土砂処理(再生,処分),補修・修復(橋梁,河
川護岸),応急復旧
がれき・土砂処理(収集),補修・修復(その他(道路
維持修繕・付属施設)),仮設(その他(仮設住宅の防
風防雪)),応急復旧

KT-110062 EC重金属分析装置

がれき・土砂処理(分別)

KK-110035 作業性向上配線ダクト

ライフライン復旧

SK-110017 セーフティガイドレール

ライフライン復旧,その他(排水ボーリング工事)

トヨドレンリング管(高密度ポリエチレ ライフライン復旧,液状化対策,仮設(その他(仮排水
ン波付管)
用途)),応急復旧
ライフライン復旧,液状化対策,補修・修復(橋梁,河
CB-110016 NSエコスパイラル
川護岸)
KT-110036

KK-110025 ハイパー開口部
CB-110043

ライフライン復旧,仮設(照明)

コンラックス ソーラー式LED照明装 ライフライン復旧,仮設(足場,照明,仮設トイレ),応急
置
復旧

KK-110068 OGAS(オーガス)工法

ライフライン復旧,補修・修復(コンクリート構造物)

ライフライン復旧,補修・修復(コンクリート構造物),
仮設(仮設トイレ,その他(仮設住宅の内外装の屋根
壁)),応急復旧,その他(公衆安全衛生)
ゴム製ハンドホール用継ぎ手 FF
ライフライン復旧,補修・修復(コンクリート構造物),
HR-110014
ジョイント
情報通信、情報共有
ライフライン復旧,補修・修復(コンクリート構造物,橋
CB-110011 PREE工法（モルタル増厚工法）
梁),応急復旧
ライフライン復旧,補修・修復(コンクリート構造物,橋
KK-110034 大口径大深度鋼管埋設工法
梁),応急復旧
ライフライン復旧,補修・修復(コンクリート構造物,橋
KK-110045 鋼管矢板岩盤打ち込み工法
梁,河川護岸,海岸),応急復旧
高強度コンクリート用混和材 デン
ライフライン復旧,補修・修復(コンクリート構造物,橋
KT-110075
カ?80N
梁,路面,河川護岸,海岸)
飛散防止装置を装着したマンホール ライフライン復旧,補修・修復(路面,その他(上下水
KK-110008
蓋
道)),計画・設計,その他(ゲリラ豪雤)
QS-110021

マサコート(遮熱・断熱・抗菌の水性
塗料)
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NETIS番号

技術名称

ジャンル

CB-110013 エコジオ（ECO GEO）工法

液状化対策

SK-110016 バルーングラウト工法

液状化対策

HR-110020 マイルドパッチ

液状化対策,補修・修復(路面),応急復旧

KT-110074 線形誘導ポストコーン

応急復旧,計画・設計,その他(視線誘導標)

KK-110016

熱中症事故予防の注意喚起システ
ム

応急復旧,計測・測量

HK-110026 モバイルライブカメラ「ジオスコープ」 仮設(その他(遠隔監視)),情報通信、情報共有
CG-110025 スクリーンサイン
HK-110022

仮設(その他(工事看板)),応急復旧

車両検知システム「カーデル・ カーク
仮設(その他(施工管理)),情報通信、情報共有
ル」

HK-110037 エコフィス

仮設(その他(事務所)),その他(非常電源)

HK-110045 エコゾーン

仮設(その他(非常電源)),その他(非常電源)

モーター駆動式トータルステーション
CB-110033 制御搭載多機能電子野帳
計測・測量
「Mr.Samurai CALS/i」
HK-110041 拡散レーザ変位計
CG-110031

面的施工管理システム ロードラン
ナー

計測・測量
計測・測量,情報通信、情報共有

KT-110059 RFID腐食環境検知システム

計測・測量,情報通信、情報共有

KK-110015 スーパーサッチャー

情報通信、情報共有

スチール・ボール・キャリー（SBC）工
補修・修復(コンクリート構造物)
法
ウィープホール機能再生ドレーン工
HK-110050
補修・修復(コンクリート構造物)
法

CB-110009

SK-110008 スーパーハイグレード(SHIG)工法

補修・修復(コンクリート構造物)

SK-110009 Tカット工法

補修・修復(コンクリート構造物)

HK-110016

寒冷地用エポキシ樹脂コンクリート
補修材「ADOX1380W」

補修・修復(コンクリート構造物),応急復旧

HK-110023 ecoMo systems(エコモシステム)

補修・修復(コンクリート構造物),仮設(その他(関す
る)),計測・測量,情報通信、情報共有

CB-110051 プレキャストパラペット

補修・修復(コンクリート構造物,河川護岸)

QS-110020 N-S.P.Cウォール工法

補修・修復(コンクリート構造物,河川護岸),応急復
旧,その他(斜面復旧・落石対策)

CB-110014 コンクリート保水養生テープ

補修・修復(コンクリート構造物,河川護岸,海岸)
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NETIS番号

技術名称

ジャンル

HKK-120001 エコプレス

補修・修復(コンクリート構造物,河川護岸,海岸,そ
の他(藻場の回復)),その他(環境)

CG-110038 スーパーホゼン式工法

補修・修復(コンクリート構造物,橋梁),応急復旧

CB-120002

コンクリート構造物のひび割れ検出
塗装システム

KT-110064 バードビジョンシステム
KT-110063
KK-110039
KT-110045
TH-110016
CB-110039
KK-110024

補修・修復(コンクリート構造物,橋梁),応急復旧,計
測・測量
補修・修復(コンクリート構造物,橋梁),仮設(足場),
応急復旧,計測・測量

レーザー距離計による多点同時変位
補修・修復(コンクリート構造物,橋梁),計測・測量
計測システム
補修・修復(コンクリート構造物,橋梁,その他(場所
CUP工法
打ち杭鉄筋かご無溶接工法)),計画・設計
補修・修復(コンクリート構造物,橋梁,河川護岸,海
フレックスデリ
岸),応急復旧
はく離・はく落防止対策用細径短繊
補修・修復(コンクリート構造物,橋梁,路面)
維
マルチアンテナ電磁波レーダを用い
補修・修復(コンクリート構造物,橋梁,路面),計測・測
た非破壊探査システム(X-Scan PS
量
1000)
補修・修復(コンクリート構造物,路面,河川護岸,海
ボイドラップ工法
岸),応急復旧

KT-110080 スーパーフレックスファルト

補修・修復(その他(クラック補修)),応急復旧

KT-110039 トリグリッド

補修・修復(その他(道路盛土・擁壁))

QS-110029 害獣ガード

補修・修復(その他(法面))

CG-110033 軽量防音シート（白色）

補修・修復(その他(防音、飛散防止)),仮設(その他
(防音、飛散防止))

HR-110028

再強フェンス工法(落石防護柵補強
工法)

HK-110033 TSKプルストップシステム
HK-110035 TSKイーグルノーズアンカー
CB-110041 自己修復機能付河川用遮水シート
CB-110042

補修・修復(その他(落石防護柵))
補修・修復(その他(落石防止工、雪崩予防工)),仮
設(その他(落石防止工、雪崩予防工)),その他(落
石防止工、雪崩予防工)
補修・修復(その他(落石予防工、雪崩予防工)),仮
設(その他(落石予防工、雪崩予防工)),応急復旧,
その他(落石予防工、雪崩予防工)
補修・修復(河川護岸),応急復旧

多自然川づくり対応大型ブロックマッ 補修・修復(河川護岸,その他(転用)),仮設(その他
ト
(仮設護岸)),水中作業,応急復旧

TH-110017 ファイブロック工法

補修・修復(河川護岸,その他(擁壁))

CB-110017 ワイド河川遮水シート

補修・修復(河川護岸,海岸)

CB-110038

「パワーディガー」 バックホウ 2Dガイ 補修・修復(河川護岸,海岸,その他(法面工)),水中
ダンスシステム
作業

CG-110029 シーニック(ｓｃｅｎｉｃ)

補修・修復(橋梁)

3

NETIS番号

技術名称

ジャンル

HK-120002 パワーストッパー

補修・修復(橋梁)

TH-110015 SUB(座屈拘束ブレース)

補修・修復(橋梁),応急復旧

KK-110044 支承可動化工法(すべリッチ)

補修・修復(橋梁),応急復旧,計画・設計,その他(耐
震補強)

CB-110020

スプリング拘束型鉛プラグ入り高減
衰積層ゴム支承(SPR-S)

KK-110023 打込み式ねじ付きスタッド
CB-110028 地中埋設物長さ測定装置

補修・修復(橋梁),計画・設計
補修・修復(橋梁,河川護岸),仮設(その他(ケーブル
固定)),応急復旧
補修・修復(橋梁,河川護岸,海岸,その他(道路付属
物)),計画・設計

KT-110060 次世代道路計測システム(Real-mini) 補修・修復(橋梁,路面),計画・設計
KK-110052

道路空間の高精度3次元図化システ 補修・修復(橋梁,路面,河川護岸,その他(道路関連
ム
施設)),計測・測量,計画・設計

CB-110018 遮熱低熱ブロック「アースクルー25」

補修・修復(路面)

QS-110011 GGブロック

補修・修復(路面)

水溶性アスファルト合材付着防止剤
補修・修復(路面),応急復旧
(N-クリア)
補修・修復(路面,その他()),仮設(その他()),応急復
KK-110051 防草シート グラスガード
旧
KK-110009

KK-110011 ソーラー式LED看板照明

その他(工事用仮設看板照明)

単動ラムシリンダ油圧配管の2系統
その他(水門設備復興)
化
油圧装置の空気及び異物循環除去
KK-110065
その他(水門設備復興)
システム
その他(地すべり対策工事 急斜面地崩壊防止工
CB-110036 集水ボーリング保孔管（ラストップ）
事 )
KK-110064

CB-110025 太陽光発電LED道路照明灯
CB-110046

その他(道路照明灯)

セラミックス製路面表示板(サインタイ
その他(避難誘導用)
ルEX)
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