
公募要領 

開発等名：吸音性能を有するはく落防止工の開発 

１．公募の目的 

高架道路に併設する道路においては、高架道路のコンクリート構造物の表面への自動車騒音の反

射が沿道の騒音レベルの上昇を招くことから、沿道の環境基準を満足しない場合には、反射面に吸音

性能を有する部材を添架し、騒音レベルの低減を図っています。 

しかし、吸音性能を有する部材が添架されたコンクリート構造物の形式によっては、添架部材の点

検の実施に大きな労力が必要となるうえ、同型式では、コンクリート構造物の劣化対策についても実

施されていない状況にあり、安全・安心を向上させることが急務です。 

中日本高速道路株式会社（以下「公募者」という。）は、現状をふまえ、長期にわたり沿道環境の

騒音レベルの上昇を抑制、コンクリート構造物の健全性を維持および点検の容易性を提供し得る「吸

音性能を有するコンクリートはく落防止工」について技術開発を行うこととしました。 

応募された技術、方法および材料（以下「技術等」という。）のうち選定された技術等は、各種試

験の実施やそれらの評価を通じて効果が認められたものについては、公募者の管理する高速道路に積

極的に採用していく予定です。

２．公募技術 

（１）公募技術 

本公募は、長期にわたり沿道環境の騒音レベルの上昇を抑制、コンクリート構造物の健全性を維持

および点検の容易性を提供し得る技術等を求めるもので、各種試験の実施やそれらの評価を通じて技

術等の開発や改良を促し、短期間（概ね２年以内）に実用化が見込まれる技術等を対象とします。 

なお、社会情勢や技術的知見の変化等によって、技術等に求める内容に変更が生じる場合がありま

す。 

【「吸音性能を有するコンクリートはく落防止工」に求める要件】 

「吸音性能を有するコンクリートはく落防止工」に求める要件を以下に提示します。 

「基本要件」については、開発目標としてⅠ～Ⅴの要件の全てを満たすことを目指すものとし、審

査段階において実現の可能性がより高いと判断されるほど評価が高くなります。 

なお、基本要件Ⅰにおいては、平均斜入射吸音率での評価を標準として記載していますが、同等以

上とみなすことが可能な他の試験および評価方法による提案であっても評価の対象となります。また、

基本要件Ⅱ～Ⅴに示す標準としている試験は、構造物施工管理要領（中日本高速道路株式会社平成 29

年 7 月）における「Ⅲ 保全編」「3-5 はく落防止対策」に準拠しており、同等以上とみなすことが可

能な他の試験および評価方法による提案であっても評価の対象となります。 

「期待する要件」については、審査段階において、開発の到達目標が相対的に高く、実現の可能性

が高いほど評価が高くなります。 

なお、単一の応募者が複数の技術を応募することも可能であり、応募者が複数で単一の技術を応募



することも可能である。 

≪基本要件≫（定義：開発の目指すべき要件） 

【基本要件Ⅰ】：吸音性能の確保 

       ・騒音反射による沿道騒音レベルの上昇を１ｄＢ程度抑制できる性能を有する

こと。（平均斜入射吸音率 0.90 以上） 

【基本要件Ⅱ】：はく落防止性能の確保 

       ・はく落等により落下しようとするコンクリート片をはく落させない性能を有

すること。（はく落防止の押抜き試験（試験方法 JSCE-K533 を標準とする。）に

おいて、1.5ｋN 以上の性能を有すること。） 

【基本要件Ⅲ】：ひび割れ含浸性能の確保 

       ・既設構造物に発生しているひび割れ注入が困難なひび割れに浸透する性能を

有すること。（ひび割れ含浸性能試験（NEXCO 試験方法 426 を標準とする。）に

おいて、2.0N/㎜ 2以上の性能を有すること。） 

【基本要件Ⅳ】：耐久性能の確保 

       ・鉄筋等による補強コンクリート構造物を良好な状態に維持する期間（設計供用

期間）を１００年と定義し、適切に維持管理することにより、下記の（イ）、

（ロ）の２つの条件を満足したうえで、基本要件Ⅰ、ⅡおよびⅢの性能を維持

する性能を有すること。 

        （イ）付着強度およびひび割れ抵抗性

（はく落防止の耐久性能試験（NEXCO 試験方法 425 を標準とする。）におい

て、（1.5ｋN ≦ （はく落防止の押抜き試験結果最低値×最少保持率（％）））

を満足すること。） 

（ロ）塩化物イオン透過性＞ 

（はく落防止の耐久性能試験（NEXCO 試験方法 425 を標準とする。）におい

て、負荷前・負荷後において 0.005ｇ/㎡・日以下であること。） 

【基本要件Ⅴ】：第三者への被害を防止する性能の確保 

     ・事故、地震等の外力により、破損時において飛散しないこと、もしくは飛散が軽微

であり、第三者被害を与えないもの。 

     ・耐火性・耐燃焼性に優れること。（建築基準法における防火材料として「難燃材料」

以上の性能を有すること。） 



     ・点検が容易に実施でき、技術等が施されたコンクリート構造物の点検については、連

続繊維シートによるはく落防止工と同様の点検が可能であること。

     なお、基本要件Ⅴの標準の試験方法は定めず、提案者の任意とします。 

≪期待する要件≫（定義：開発の結果として有することが望ましい要件） 

ライフサイクルコストの観点から以下の要件に期待する。

【期待する要件Ⅰ】：施工性の確保 

・厳しい交差環境条件下での施工が予想されるため、以下の①、②について提案

する。 

        【提案方法】 

① 技術等により、連続繊維シートによるはく落防止工と比較して、同程度の期

間での施工を可能とし、施工時の安全性をふまえた工法であることを示し、

材料を平滑なコンクリート桁下面（４０ｍ×２０ｍ＝８００㎡）に施工した

場合の当初施工費（材料費・足場等仮設費含まず）を示す。 

② 技術等により、連続繊維シートによるはく落防止工と比較して、同程度の期

間での施工を可能とし、施工時の安全性をふまえた工法であることを示し、

材料を平滑なコンクリート桁下面（４０ｍ×２０ｍ＝８００㎡）に施工した

場合の更新時の施工費（当初施工した吸音性能を有するはく落防止工の撤去

費および撤去物の処理費用を含み、材料費・足場等仮設費含まず。）を示す。 

【期待する要件Ⅱ】：更新の頻度 

・更新の頻度が低いこと。 

        【提案方法】 

・技術等が有する基本要件Ⅰ～Ⅴの機能が維持可能な期間をふまえ、更新の頻度

を示す。例として、連続繊維シートによるはく落防止工の場合、劣化対策とし

て表面保護剤が塗布されるが、同保護剤によりはく落防止工の長寿命化が図ら

れることで、更新の簡易化、頻度の低減がなされており、更新頻度の低減の一

手法である。 

【期待する要件Ⅲ】：製品の低コスト化 

       ・製品コスト（材料コスト）が安価であること。 

       【提案方法】 

・材料を平滑なコンクリート桁下面（４０ｍ×２０ｍ＝８００㎡）に施工した場

合の材料費を示す。 



（２）応募技術の条件等 

応募技術に関しては、以下の条件を満たすものとします。 

１）採用技術の決定、開発、改良の過程における評価に関わる者に対して、応募技術の内容を開示し

ても問題がないこと。 

２）応募技術を開発、改良する上で、関係する法令に適合していること。 

３）応募技術を、開発、改良し、または、公共事業等の一般的な調達手続きで活用する場合に、特許

権等の権利が障害や制約にならないこと。 

４）公募者は、応募者に加え、公募者の子会社と共に開発を実施することがある。 

３．応募資格 

応募者は、以下の条件を満たすものとします。 

①「個人」、「民間企業」または「大学等※1」であること（ただし、「個人」および「大学等」につい

ては、民間企業と共同開発している場合に限る）。 

※1大学等とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26号）に基づく大学、国立試験研究機関、公立試験研究 

機関、特殊法人、国立研究開発法人、社団法人、財団法人、研究組合等をいいます。 

②中日本高速道路株式会社契約規則（平成 18 年中日本高速道路株式会社規程第 25 号）第 11 条、

東日本高速道路株式会社契約規程実施細則（平成 17 年細則第 7 号）第 6 条および西日本高速道

路株式会社契約規程実施細則（平成 17年細則第 7号）第 6条の規定に該当しない者であること。 

③技術提案書の提出時に、公募者、東日本高速道路株式会社および西日本高速道路株式会社から資

格登録停止措置を受けていないこと。 

④警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして公共工事等

からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

４．応募方法 

（１）資料の作成および提出 

応募資料は、郵送又は持参にて提出してください。 

（２）提出（郵送）先 

〒460-0003 名古屋市中区錦 2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル 12F 

中日本高速道路㈱ 名古屋支社 環境・技術管理部 環境・技術チーム 技術公募担当宛 

５．公募期間 

平成３０年２月１４日（水）～平成３０年４月３０日（月）（当日消印有効） 

なお、公募状況に応じ公募期間を延長することがあります。 

６．ヒアリング等 

提出された応募資料で不明な箇所が有る等場合は、ヒアリング等を実施することがあります。な

お、ヒアリング等を実施する場合は、ヒアリング等の実施時期、方法および内容等について、別途、

連絡調整します。 



７．共同開発対象技術の選定 

（１）選定方法 

応募資料およびヒアリング等に基づき、以下１）～７）の項目を確認の上、「基本要件」に関する

技術等の開発状況および提案内容の特性、開発目標への審査段階における実現の可能性を判断し、共

同開発対象候補として技術等およびそれを提案した者を選定する。

１）「1．応募資格」に示す要件、応募資格等に適合していること。 

２）技術等の性能を証明する根拠が明確であること。 

３）技術等が要件を満足しない場合、要件を満足させる開発・改良方法について実現の可能性が高

いこと。 

４）応募方法、応募書類および記入方法に不備がないこと。 

５）十分な実施体制が確保されていること。 

６）計画行程が妥当であること。 

７）技術等が的確性、汎用性にすぐれていること。 

さらに、「期待する要件」の提案内容についてもあわせて評価し、審査段階において、開発の到達

目標が相対的に高く、実現の可能性が高いほど評価が高くなる。 

（２）選定後の手続き 

選定後は、公募者と応募者との間で秘密保持契約を締結した後、目標とする性能について精査、決

定し、同性能への到達可能性を再度検証した上で、共同開発の着手の可否を判断する。 

なお、選定は１つの技術等とは限らず、複数の技術等を選定する場合もある。 

また、応募内容を確認後、複数の応募者が共同して技術開発することが望ましいと考えられる場

合、共同による実施について協議する場合がある。 

秘密保持契約の締結後、技術等について検証した結果、共同開発により目標とする性能への到達可

能性が高いと判断した場合、秘密保持契約を締結している構成者の間で共同開発契約を締結し、共同

開発を開始する。 

（３）選定・非選定の通知 

応募者に対して選定結果を文書で通知します。結果の通知の時期は、平成３０年５月下旬頃を予定

しておりますが、応募状況等により変更する場合があります。また、非選定通知を受けた場合、通知

をした日の翌日から起算して 7日（休日を含まず）以内に、書面（様式は自由）により、非選定理由

について説明を求めることができます。（非選定理由の説明書請求は郵送（書留郵便に限る）するこ

とにより受付けます）。回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に

書面により行います。 



（４）選定通知の取り消し 

選定の通知を受けた者が次のいずれかに該当することが判明した場合は、通知の全部または一部

を取り消すことがあります。 

１）選定の通知を受けた者が、虚偽その他不正な手段により選定されたことが判明したとき。 

２）選定の通知を受けた者から取り消しの申請があったとき。 

３）その他、選定の取り消しが必要と認められたとき 

８．技術開発にかかる費用の扱い 

技術開発にかかる費用の負担については、公募者と応募者において別途協議のうえで決定します。 

なお、現地における試験施工に要する費用は公募者の負担とします。 

９．評価 

次の視点を基本として、評価を行います。 

  １）実施体制、計画行程の具体性および実効性 

  ２）「２．公募技術」における「基本要件」に対する技術等の現状における解決すべき課題と対応

方法の具体性と明確性。 

  ３）「２．公募技術」における「期待する要件」に対して示された開発による到達点の高さと現状

における解決すべき課題および対応方法の具体性と明確性。 

  ４）技術等に関する特許等権利の取得の状況の開発行為における有効性や応募者または他者が保

有する特許等権利が開発行為に与える制約の程度。 

１０．応募資料 

応募資料は参加表明書および技術提案書とし、A4 版とします。なお、応募する１者が複数の技術

を提案する場合は、1つ１つの提案ごとに技術提案書を作成し提出してください。 

（１）参加表明書（様式１） 

参加表明書にて、応募資格の確認を行います。 

（２）技術提案書（様式２、様式３、様式４） 

１）記載内容 

様式 記載内容 留意事項 

様式２ ［表紙］技術提案書  

様式３ ① 実施体制 ・提案内容を実現するための実施体制を記載すること 

また、配置予定技術者を記載すること 

・配置予定技術者は技術等および各種試験の実施やそれ

らの評価に対して十分な知識を有するとともに、それ

を具体化する能力を持ち合わせた者とする。 



２）守秘義務 

技術提案書の内容は成果の一部であることから、７（１）に示す応募資料の確認および共同開発

技術の選定にあたり応募技術の内容を知り得た者は、第三者に対して開示・漏洩しない義務を有す

るものとします。但し、技術提案書作成者の同意を得た場合はこの限りではありません。 

１１．その他 

（１）共同開発の結果、有用な技術レベルに達した場合、高速道路会社として高速道路における環境対

策およびはく落防止工の代替構造として試行採用していく予定です。なお、関係者との協議等に

より、開発技術の採用が必ずしも確約されるものではありません。 

（２）技術提案書に記載された提案者が保有する技術の産業財産権については、原則、提案者に帰属す

るものとしますが、秘密保持契約締結以降において、新たに開発・付加された新技術・アイデア

等については、別途協議するものとします。 

（３）手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨によるものとします。 

（４）参加表明書および技術提案書の作成および提出に要する費用は、応募者の負担とします。 

（５）応募された資料は、本公募に関わる共同開発技術の選定およびその評価以外に無断で使用するこ

とはありません。 

（６）応募された資料は返却いたしません。 

（７）選定の過程において応募者には応募技術に関する追加資料の提出を依頼する場合があります。 

（８）公募に関する問い合わせに関しては、以下のとおり受け付けます。 

１）問合せ先 

〒460-0003 名古屋市中区錦 2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル 12F 

中日本高速道路㈱ 名古屋支社 環境・技術管理部 環境・技術チーム 技術公募担当宛 

［電話 052-222-3643、 FAX 052-222-3723］ 

② 計画工程 ・平成３２年度末を完了目標とし、平成３２年度下半期

を現地試験施工期間とすることを前提とする。 

様式４ ③ 基本要件に関する技術等

の提案 

・各基本要件を満足させるための開発方法に関して、現

状における解決すべき課題と対応方法を示し、根拠を

明確にすること。 

④ 期待する要件に関する技

術等の提案 

・各期待する要件に対して、開発の到達目標の高さと現

状における解決すべき課題および対応方法を示し、根

拠を明確にすること。 

⑤ 特許取得情報 ・技術等に関する既存の特許等取得情報について記載す

ること。 

・開発・調達における特許等の権利取得状況の影響につ

いて記載すること。 

⑥ 開発費用（制作費、材料

費、試験費等） 

・現在想定される費用について記載すること。 

・現地試験施工に伴う費用については計上する必要はな

い。（期待する要件Ⅲにおいて記載する。） 



２）期間 

平成３０年２月１４日（水）～平成３０年４月３０日（月） 

（土曜日、日曜日および祝日を除く毎日 9：30－17：00 まで。但し、12：00-13：00 は除く） 

なお、公募状況に応じ公募期間を延長することがあります。 



（様式１）

参 加 表 明 書

公募内容

「吸音性能を有するコンクリートはく落防止工」の開発

  標記の技術開発に関する公募について、参加表明書を提出します。

  なお、公募要領において示された応募資格にかかる要件について、以下のとおり宣誓するととも

に、添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

□中日本高速道路株式会社契約規則（平成１８年中日本高速道路株式会社規程第２５号）第１１条、東日

本高速道路株式会社契約規程実施細則（平成１７年細則第７号）第６条および西日本高速道路株式会社

契約規程実施細則（平成１７年細則第７号）第６条の規定に該当しない者であること。

□技術提案書の提出時に、中日本高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社および西日本高速道路株式

会社から指名停止を受けていないこと。

□警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして公共工事等からの

排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

 平成  年  月  日

中日本高速道路株式会社

  名古屋支社長 近藤 清久 殿

                  提出者） 住 所

                       電話番号

                       名称

                       代表者 役職名  氏  名    印

作成者） 担当部署

氏 名

ＦＡＸ

Ｅ-mail  



（様式２） 

技 術 提 案 書 

公募内容 

「吸音性能を有するコンクリートはく落防止工」の開発 

標記の技術開発に関する公募について、技術提案書を提出します。 

    年    月    日 

   中日本高速道路株式会社 

  名古屋支社長 近藤 清久 殿 

    提出者）        住    所 

      電話番号 

      会 社 名 

      代 表 者  （役職名 氏名）  印 

    作成者）        担当部署 

      氏   名 

      ＦＡＸ 

      Ｅ-mail 



（様式３） 

本公募への取り組み姿勢（図表等の使用可） 

① 実施体制 

（組織体制および本公募に携わる人数がわかるように作成してください（外注含む）） 

② 計画行程 

主に（１）計画（２）試作および検証（トライアル）（３）性能試験（４）試験施工等がわかるよう

に行程表を作成してください。 



（様式４） 

技術概要（図表等の使用可）

③ 基本要件に関する技術提案 

（1）基本要件 1:吸音性能 

（2）基本要件 2:はく落防止性能 

（3）基本要件 3:ひび割れ含浸性能 

（4）基本要件 4:耐久性能 

（5）基本要件 5:第三者被害防止性能 

④ 期待する案件に関する技術提案 

（1）基本要件 1:施工性の確保 

（2）基本要件 2:更新の頻度 

（3）基本要件 3:製品の低コスト化 

⑤ 特許取得情報 

⑥ 開発費用（制作費、材料費、試験費等） 


