
本号の特集にあたって
我が国の社会資本ストックは高度経済成長期に集中的に整備され，急速に老朽化することが懸

念されています。加えて，環境や景観などへのニーズ・価値観の多様化，国際化の進展などの社

会構造の変化が，高度経済成長期とは異なる社会基盤整備のあり方を要求しています。例えば，

都市部における地下空間の利用では，隣接構造物との近接施工，既設構造物の拡幅，アンダーピ

ニング施工など，高度な地盤挙動予測や施工技術が要求されるでしょう。したがって，我々技術

者には，高度経済成長期の社会基盤整備とは異なる新しい地盤工学的課題がに突きつけられてい

ると考えられます。

本号では，『国内外の建設プロジェクト』と題しまして，特集を致しました。地盤に関連する

建設プロジェクトの取り組みや最新技術の適用などの現状と今後の課題や展望に関する記事が掲

載されております。総説では，国際会議において，海外の研究者や技術者へ向けて紹介された，

高度な技術を有する大規模な地下建設技術が多数示されています。論説では，主に山岳トンネル

技術の最近の話題が紹介され，報告では，中央リニア新幹線，神奈川東部方面線，北海道新幹線，

東京地下鉄，外かく環状自動車道，首都高横浜北線，インド新幹線の事例など，注目の最新プロ

ジェクトが紹介されています。プロジェクトを担当した技術者に，現場で直面した地盤工学的な

課題やその対応策，得られた課題や知見などをコンパクトな記事としてまとめて頂いています。

総説のタイトルに採用されているように，“目からうろこ”の地盤工学技術の数々で，紹介され

たプロジェクトから，社会基盤整備，そして地盤工学の魅力をあらためて感じることができる内

容になっています。

本特集が，多くの会員の皆様にとって有益なものとなり，学生会員の方々には将来のキャリア

パスを考えるきっかけになることを期待しております。

大 竹 雄（おおたけ ゆう)
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