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〒105-0011   東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館

〒060-0003   札幌市中央区北３条西2-8 さっけんビル

〒980-0014   仙台市青葉区本町3-4-18 太陽生命仙台本町ビル

〒950-0965   新潟市中央区新光町6-1 興和ビル

〒460-0002   名古屋市中区丸の内3-17-10 三愛ビル5F

〒540-0012   大阪市中央区谷町2-7-4 谷町スリースリーズビル

〒730-0013   広島市中区八丁堀12-22 築地ビル

〒760-0066   高松市福岡町3-11-22 建設クリエイトビル

〒812-0013   福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル

支部名 XAFLET住　　　所

日 月 年 成平。すまみ込申を書図記上

●お問合せ及びお申込先

●お申込方法

（　　　　　）単価に送料を含む 　 （　　　　　）単価と送料を２段書きにする  （該当に○）

【指定用紙がある場合は、申込書とともにご送付下さい】

見積書（　　　　　）通　　　　　請求書（　　　　　）通　　　　　納品書（　　　　　）通

〒

T E L

F A X

官 公 庁 名
会 社 名

所 属

担当者氏名

住 所

必 要 書 類

送料の取扱

印

ICTを活用した建設技術（情報化施工）

FAXにて、当協会本部または最寄りの各支部あてにお申込み下さい。
（注）沖縄地区は、本部へお申込みください。
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　本協会では、国内における建設機械の実態を網羅した『日本建設機械要覧』を1950

年より3年ごとに刊行し、現場技術者の工事計画の立案、積算、機械技術者の建設機械の

データ収集等に活用頂き、好評を頂いております。

　本書は、専門家で構成する編集委員会の審査に基づき、良好な使用実績を示した国産

および輸入の各種建設機械、作業船、工事用機械等を選択して写真、図面等のほか、主

要緒元、性能、特長等の技術的事項、データを網羅しております。購読者の方々には欠

かすことのできない実務必携書となるものと確信しております。

　2016年版日本建設機械要覧購入の方への特典として、当協会が運営するWebサイト

（要覧クラブ）上において2001年版、2004年版、2007年版、2010年版及び2013

年版日本建設機械要覧のPDF版が閲覧及びダウンロードできます。これによって2016年

版を含めると1998年から2015年までの建設機械データが活用いただけます。

B5判、約1,340頁／写真、図面多数／表紙特製

一般価格　52,920円（本体49,000円）

会員価格　44,280円（本体41,000円）

（注）送料は1冊900円（税込）となります。

　　（複数冊の場合別途）

2016年版

発刊ご案内

2016年版　内容目次

WJ工法、CSG工法、タイヤ、ワ

イヤロープ、燃料油、潤滑剤およ

び作動油、検査機器等

　「日本建設機械要覧」の電子版も作成し、より利便性の高い資料とするべく準備してお

ります。御期待下さい。

今後の予定

平成28年3月末

発 刊 日
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2016年版

〒980-0014　仙台市青葉区本町3-4-18　太陽生命仙台本町ビル5F

さつけんビル

2-4-30 いわきビル

http://www.jcmanet.or.jp/?page_id=422
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1 商品名
日本建設機械要覧2016

電子書籍（PDF）版
建設機械スペック一覧表、

電子書籍（PDF）版

2 形態 電子書籍（PDF） 電子書籍（PDF）

3 閲覧
Web上で閲覧

パソコン、タブレット、
スマートフォンからアクセス

Web上で閲覧
パソコン、タブレット、

スマートフォンからアクセス

4 内容 要覧全頁 spec一覧表

5 改訂 3年毎 3年毎

6 新機種情報 要覧クラブで対応 要覧クラブで対応

7 検索機能 1.単語検索 1.単語検索

8

附属機能
注）タブレット・ス

マートフォンは、
一部機能が使え
ません。

・しおり　・拡大・縮小　・付箋機能 
・ペン機能　・目次からのリンク　・各
章ごと目次からのリンク　・索引からの
リンク　・メーカHPへのリンク

・しおり　・拡大・縮小　・付箋機能 
・ペン機能　・メーカHPへのリンク

9
予定販売
価格

（円・税込）

会員 54,000（3年間） 48,600（3年間）

非会員 64,800（3年間） 59,400（3年間）

10 利用期間 3年間 3年間

11 同時ログイン 3台 3台

12 認証方法 ID＋パスワード ID＋パスワード

13 購入方法 WEB上にて申込み（HP参照下さい） WEB上にて申込み（HP参照下さい）

お問合せ先：業務部　鈴木英隆　TEL：03-3433-1501　E-mail：suzuki@jcmanet.or.jp

関係部署に回覧ください。新製品
平成28年6月

一般社団法人日本建設機械施工協会

　当協会では、国内における建設機械を網羅した『日本建設機械要覧』を2016年3月に刊行し、現場技術者の

工事計画の立案、積算、機械技術者の建設機械のデータ収集等に活用頂き、好評を頂いております。

　このたびこの建設機械要覧に関して更に便利に活用いただくよう新たに次の2種類の電子書籍（PDF）版を発

売いたしますので、ここにご案内申し上げます。

　是非とも活用いただきたく、お願い申し上げます。

発売時期

平成28年5月末　HP：http://www.jcmanet.or.jp/

Webサイト　要覧クラブ

　2016年版日本建設機械要覧およびスペック一覧表電

子書籍（PDF）版購入の方への特典として、当協会が運

営するWebサイト（要覧クラブ）上において2001年

版、2004年版、2007年版、2010年版及び2013年版

日本建設機械要覧のPDF版が閲覧及びダウンロードでき

ます。これによって2016年版を含めると1998年から

2015年までの建設機械データが活用いただけます。

　また、同じ要覧クラブ上で新機種情報も閲覧およびダ

ウンロードできます。

今後の予定

　更に高機能の「日本建設機械要覧」の検索

システム版も作成し、より利便性の高い資料

とするべく準備しております。御期待下さい。

様々な環境で閲覧できます。

タブレット、スマートフォンで外出先でもデータ

にアクセス

2016年版

日本建設機械要覧電子書籍（PDF）版
発売通知
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一般社団法人日本建設機械施工協会　発行図書一覧表（平成 30 年 7 月現在）

№ 発行年月 図　　　　書　　　　名 一般価格
（税込）

会員価格
（税込） 送料

 1 H30 年 5 月 よくわかる建設機械と損料  2018 6,480 5,508 700
  2 H30 年 5 月 大口径岩盤削孔工法の積算　平成 30 年度版 6,480 5,508 700
  3 H30 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 30 年度版 10,800 9,180 900
  4 H30 年 5 月 平成 30 年度版　建設機械等損料表 8,640 7,344 700
  5 H29 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 29 年度版 10,800 9,180 900
  6 H29 年 4 月 平成 29 年度版　建設機械等損料表 8,640 7,344 700
  7 H29 年 4 月 ICT を活用した建設技術（情報化施工） 1,296 1,080 700
  8 H28 年 9 月 道路除雪オペレータの手引 3,240 2,160 700
  9 H28 年 5 月 よくわかる建設機械と損料 2016 6,480 5,508 700
10 H28 年 5 月 大口径岩盤削孔工法の積算　平成 28 年度版 6,480 5,508 700
11 H28 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 28 年度版 10,800 9,180 900
12 H28 年 5 月 平成 28 年度版　建設機械等損料表※ 8,640 7,344 900
13 H28 年 3 月 日本建設機械要覧　2016 年版 52,920 44,280 700
14 H26 年 3 月 情報化施工デジタルガイドブック【DVD 版】 2,160 1,944 250
15 H25 年 6 月 機械除草安全作業の手引き 972 864 700
16 H23 年 4 月 建設機械施工ハンドブック　（改訂 4 版） 6,480 5,502 700
17 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷　　 3,240 250
18 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷【CD】 3,240 700
19 H22 年 7 月 情報化施工の実務 2,160 1,851 700
20 H21 年 11 月 情報化施工ガイドブック 2009 2,376 2,160 700
21 H20 年 6 月 写真でたどる建設機械 200 年 3,024 2,560 700
22 H19 年 12 月 除雪機械技術ハンドブック 3,086 700
23 H18 年 2 月 建設機械施工安全技術指針・指針本文とその解説 3,456 2,880 250
24 H17 年 9 月 建設機械ポケットブック　（除雪機械編）※ 1,029 250
25 H16 年 12 月 2005 「除雪・防雪ハンドブック」 （除雪編）※ 5,142 250
26 H15 年 7 月 建設施工における地球温暖化対策の手引き　 1,620 1,512 700
27 H15 年 6 月 道路機械設備 遠隔操作監視技術マニュアル（案） 1,944 700
28 H15 年 6 月 機械設備点検整備共通仕様書（案）・機械設備点検整備特記仕様書作成要領（案） 1,944 700
29 H15 年 6 月 地球温暖化対策　省エネ運転マニュアル 540 250
30 H13 年 2 月 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第 3 版） 6,480 6,048 700
31 H12 年 3 月 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル（第 2 版） 2,675 2,366 700
32 H11 年 10 月 機械工事施工ハンドブック　平成 11 年度版 8,208 700
33 H11 年 5 月 建設機械化の 50 年 4,320 700
34 H11 年 4 月 建設機械図鑑 2,700 700
35 H10 年 3 月 大型建設機械の分解輸送マニュアル※ 3,888 3,456 250
36 H9 年 5 月 建設機械用語集 2,160 1,944 700
37 H6 年 8 月 ジオスペースの開発と建設機械 8,229 7,714 700
38 H6 年 4 月 建設作業振動対策マニュアル 6,172 5,554 700
39 H3 年 4 月 最近の軟弱地盤工法と施工例 10,079 9,565 700
40 Ｓ 63 年 3 月 新編　防雪工学ハンドブック【POD 版】 10,800 9,720 700
41 Ｓ 60 年 1 月 建設工事に伴う濁水対策ハンドブック※ 6,480 250
42 建設機械履歴簿 411 250

43 毎月　25 日 建設機械施工【H25.6 月号より図書名変更】 864 777 700
定期購読料　年12冊　9,252円（税・送料込）

購入のお申し込みは当協会 HP　http://www.jcmanet.or.jp の出版図書欄の「ご購入方法」の「図書購入申込書」をプリン
トアウトし，必要事項を記入してお申し込みください。
※については当協会 HP　http://www.jcmanet.or.jp の出版図書欄を参照下さい。

消費税 8％
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統計 113 主要建設資材価格の動向　機関誌編集委員会
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◇表紙写真説明◇

HMDを用いた臨場型遠隔映像システム
写真提供：大成建設㈱

T-iROBO Ⓡ Remote Viewer は人が立ち入れない作業環境や，操縦者が現地に出向けない状況で，遠
隔地から重機操作が可能となる臨場型遠隔映像システムである。重機に設置した左右 2 台のカメラで周
辺の広範囲な様子を撮影し，無線でヘッドマウントディスプレイ（HMD）に送り，パノラマ映像を操
縦者に表示する。操縦者は，実際に搭乗した感覚で遠隔操作できるので，作業性の向上が期待され，無
人化施工の遠隔操作に適用されている。

2018年（平成 30年）7月号 PR目次
【ア】 
朝日音響㈱…………………… 後付 8

【カ】
コスモ石油ルブリカンツ㈱… 後付 7
コベルコ建機㈱……………… 後付 1

コマツ………………………… 表紙 4
【サ】
SARAN ㈱ …………………… 表紙 2

【タ】
大和機工㈱…………………… 後付 3

㈱鶴見製作所………………… 後付 5
【ハ】
bauma china 2018- メッセ・ミュン
ヘン…………………………… 表紙 3
日立建機㈱…………………… 後付 2

【マ】
マルマテクニカ㈱…………… 後付 4
三笠産業㈱…………………… 後付 6
 【ヤ】 
吉永機械㈱…………………… 表紙 2
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巻頭言

技術開発と「社会実装」
西　川　和　廣

近頃「社会実装」という言葉を聞くことが多い。「社
会実装」とは，科学技術振興機構の提唱する「社会技
術」という概念から生まれた言葉で，得られた研究成
果を社会問題解決のために応用，展開することを言う
のだそうだ。世界的最先端科学の研究成果だといって
も，一体何の役に立つのか，いつになったら人類のた
めになるのか，といった定期的に繰り返される基礎研
究の B/C 論議の流れで出てきた言葉と理解している。
それが昨今では科学が技術に置き換わり，大きな予算
が投じられた技術開発プロジェクトにも同じように用
いられるようになってきた。我々建設系の技術分野も
関わっていることなので人ごとではない。
「出口戦略」などという言葉も聞こえてくる。長く続

いている，金融緩和政策からの方針転換のタイミングを
計ることに対して使われていた言葉だが，研究成果の
需要先探しの意味で使われるのはいかがなものかと思
う。筆者の所属する研究所では，研究課題は基本的に
国土交通省の関連事業の現場からもたらされるもので
あり，研究への需要が何処にどんな形で存在するのか，
それに対してどんなアイデアあるいは仮説をもって研究
し，どんな形で成果を現場に提供するのかが重視され
る。したがって，成果が出たのに使われる当てがないと
いうのは，研究計画に問題があったということになる。

成果を使ってもらえない研究には 2 つの問題がある
と考える。
① 予算の獲得を急ぐあまり，十分なマーケティングが

行われなかったこと（私企業ではあり得ないが）
② 需要くらい何時でもいくらでも見つかると甘く見た

こと
である。

ところで ICT とくに AI の導入ということでは建設
機械施工は優等生だ。なぜ，うまくいっているのかを
分析すればその理由がわかると思うが，まずはやりた
いことがある意味で単純明解で，さらに達成目標レベ
ルも明確に示すことができることである。たとえば土
工工事における無人化施工では，品質は人が行うのと

同等レベル，そしてそれを順次効率化するという目標
は誰にでもわかりやすい。さらにオンザジョブで逐一
目標との照合ができることが，技術開発の加速化を助
けている。そして何よりも，需要，すなわちマーケット
が文字通り目の前にいくらでもあるということがある。

さらにもう一つの理由として，ローテクからハイテ
クまで，あらゆる選択肢の中から技術を自由に選択し
て用いている点にあるのではないだろうか。土工機械
はそのままに，その操縦レバーなどを人に代わって動
かすロボットを開発するなど，その自由な発想には感
心させられるが，実は一種の性能設計になっているの
である。

技術開発にはシーズ側とニーズ側があり，はじめか
らこの技術（シーズ）であの課題（ニーズ）に対処し
ようと決めてかかると失敗の確率はかなり高くなる。
なぜならば，シーズとニーズの立場は，ある意味で利
益相反だからである。シーズ技術開発者は，誰でもど
の分野でも良いから自分の開発した技術を使って欲し
い，できれば見返りが大きい方がありがたいと考える。
一方，ニーズ側の考え方は全く逆で，最も使いやすく
効率の良いものをフリーハンドで選びたい。これであ
る。なぜ，はじめから相手を決めてかかってはいけな
いか，理由がお解りになるだろう。

今後，加速する人口減少に対処するため，AI をは
じめとする ICT 技術導入への圧力がさらに高まるこ
とは想像に難くない。本誌の読者の多くはおそらく
ニーズ側の技術者ではないかと想像するが，タッグを
組むシーズ技術とその開発者を冷静に選ぶこと，現場
に適用するためのこちら側の要求を明確に整理して示
すこと。この 2 点が肝要だと考える。

先端シーズ技術という商品に対し，我々ニーズ側の
技術者はお客であり，技術のバイヤーである。もっと
遠慮せずにこちら側の要求を提示し，時には選ぶ権利
を行使することが「社会実装」への近道になると思う
のであるが，いかがだろうか。

─にしかわ　かずひろ　（国研）土木研究所　理事長─
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i-Construction 推進コンソーシアム等
行政情報

橋　本　　　亮

i-Construction は，建設技能労働者が減少する状況の中で，建設現場の生産性を向上させることを目的
として，国土交通省「生産性革命プロジェクト」の主要施策として 2016 年度から取り組んでおり，今年
で 3 年目に入ったところである。本報では，i-Construction について，導入にあたっての理念から，トッ
プランナー施策，及びその後の施策の拡大について概説するとともに，産学官が連携した i-Construction
推進コンソーシアムの活動状況について紹介する。
キーワード：  i-Construction，ICT 施工，BIM/CIM，産学官連携

1．はじめに

我が国の人口は，2008 年の約 1 億 2,800 万人をピー
クに減少に転じ，高齢化が進んでいる。

この中で，持続的な経済成長を遂げていくために
は，働き手の減少を上回る生産性の向上が求められる。

また，生産性の向上を図ることで，同じ量の仕事を
これまでより短い時間でできるようになるので，働き
方改革にもつながる。これは，将来の担い手を確保す
る観点からも非常に重要である。

このため，国土交通省では，2016 年を「生産性革
命元年」と位置付け，同年 3 月に「国土交通省生産性
革命本部」を設置し，「i-Construction の推進」を含む
20の「生産性革命プロジェクト」を選定した。さらに，
2017 年を生産性革命「前進の年」，2018 年を生産性革
命「深化の年」とし，生産性向上の取組を積極的に進
めている。

2．i-Constructionの導入

建設業では，少子高齢化を背景に，建設技能労働者
約 330 万人のうち，10 年後には大量離職が見込まれ
る 60 歳以上の高齢者が約 80 万人（24％）を占める一
方，若手入職者の数は少ない状況となっている（図─
1）。

また，若者などにとって魅力ある職場にしていくた
めには，週休 2 日の確保などの働き方改革をしていか
なければならない。

i-Construction は，これらによって減少する労働力

や労働時間をカバーするために，建設現場の生産性向
上を目指すものであり，2015 年に設置された有識者
会議「i-Construction 委員会」（委員長：小宮山 宏㈱
三菱総合研究所 理事長）ではじめて議論された。

2016年4月に委員会でとりまとめられたi-Construction
を進めるための視点は次の 3 つである。

①建設現場を最先端の工場へ
② 建設現場へ最先端サプライチェーンマネジメント

を導入
③ 建設現場の 2 つの「キセイ」の打破と継続的な「カ

イゼン」
①の「建設現場を最先端の工場へ」は，屋外の建設

現場においてもロボット技術や ICT 建機などの新技
術を導入しようというものである。

②の「建設現場へ最先端サプライチェーンマネジメ
ントを導入」は，これまで一品受注生産が基本であっ
た建設現場に全体最適設計の考え方を導入し，部材の

特集＞＞＞　i-Construction，CIM，ICT

図─ 1　建設技能労働者数
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規格の標準化等を行うことにより，プレハブ化に伴う
工場製作を導入しやすくしようというものである。

③の「建設現場の 2 つの「キセイ」の打破と継続的
な「カイゼン」」は，生産性向上の阻害となっている「規
制」や「既成概念」などの制度面の課題を打破し，継
続的に「カイゼン」しようというものである。

3．トップランナー施策

i-Construction を進めるための 3 つの視点を踏ま
え，2016 年度からトップランナー施策として次の 3
つの施策に着手した。

① ICT の全面的な活用（ICT 土工等）
② 全体最適の導入（コンクリート工の規格の標準化

等）
③施工時期等の平準化
土工やコンクリート工については，国土交通省の直

轄工事の 4 割を占めている上，生産性が 30 年前とほ
とんど変わっておらず，改善の余地が大きい部分で
あった。また，個々の建設現場では情報化施工やプレ
キャスト化などの実績があり，いち早く着手すること
ができた。

（1）ICTの全面的な活用（ICT土工等）
ICT 土工は，ドローンなどを使った 3 次元測量を

行い，3 次元設計データなどにより建設機械を自動制
御して施工し，再びドローンなどを使って 3 次元で出
来形を検査するといった，各建設プロセスにおいて
ICT を全面的に活用する工事である。

2016 年度は，全国で 584 件の工事で ICT 土工を実
施し，2017 年度は，815 件の工事で実施した。

2017 年度に ICT 土工を実施した 274 件の工事を調
査したところ，従来手法で平均 187 人日かかるところ
を，ICT 施工では平均 129 人日と，約 3 割の削減効
果が確認された（図─ 2）。

また，ICT 建機は施工図面に合わせて操作を制御

できるため，施工精度が向上するといった効果や，建
機まわりの作業が不要になることから，接触事故の危
険がなくなり安全性が向上するといった効果も報告さ
れている。これらの事例は，ICT 土工事例集として
とりまとめ，国土交通省の HP で公表している。

2017 年度からは，舗装の際の整地を自動制御する
グレーダを活用した「ICT 舗装工」や，港湾の浚渫
工事において海底地形を 3 次元データで把握し，施工・
検査に活用する「ICT 浚渫工」などに着手している。

（2） 全体最適の導入（コンクリート工の規格の標
準化等）

コンクリート構造物は，現場ごとの一品生産，部分
別最適設計であり，工期や品質面で優位な技術を採用
することが難しいといった課題がある。全体最適は，
設計，発注，材料の調達，加工，組立などの一連の生
産工程や，維持管理を含めたプロセス全体の最適化を
図るものである。

2016 年度は，機械式鉄筋定着工法などのガイドラ
インを策定した。また，コンクリート打設の効率化を
図るため，個々の構造物に適したコンクリートを利用
できるよう，コンクリートの流動性に関する発注者の
規定を見直した。

2017 年度以降も引き続き，橋梁部材などのプレキャ
スト化やプレハブ鉄筋，埋設型枠などのガイドライン
の策定を進め，これらを構造物設計に活用していく。

（3）施工時期等の平準化
公共工事は，単年度会計を基本としていることか

ら，年度当初予算の工事発注手続きを行っている第 1
四半期（4 ～ 6 月）に工事量が少なく，年度後半に工
事が集中するといった特徴がある。施工時期の平準化
は，限られた人材を効率的に活用するため，計画的な
発注などにより，年間を通して工事量を安定化しよう
とするものである（図─ 3）。

具体的には，これまで単年度で実施していたような

図─ 2　ICT 土工の効果
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工事について，発注時期などを踏まえると年度を跨ぐ
ことが適切な工事については，2 か年国債などを活用
して平準化を図っている。

2016 年度は，一昨年度の 3 倍超になる約 700 億円
の 2 か年国債を設定したが，2017 年度は，さらに 2
か年国債を 2 倍超の約 1,500 億円に拡大し，加えて約
1,400 億円のゼロ国債※を当初予算において初めて設定
した。

※ ゼロ国債とは，初年度の国費の支出がゼロの国
債。国費の支出は翌年度だが，年度内に工事契約
を行う。

さらに，2018 年度予算においては，2 か年国債とゼ
ロ国債をあわせて約 3,100 億円に上積みし，閑散期の
工事稼働を改善することとしている。

また，技術者の配置計画や労務資材の手配に役立つ
よう，地域単位で発注見通しの統合・公表を進めてお
り，2018 年 5 月時点で 1,000 団体以上（国，特殊法人，
地方公共団体の半数以上）で実施している。

4．i-Constructionの取組拡大

国土交通省では，2018 年を生産性革命「深化の年」
としており，i-Construction についても施策を深める
取組を積極的に進めている。

（1）ICTの活用拡大
（a）ICT 土工の活用拡大
これまで，ICT 土工の歩掛は，ICT 建機の利用率

を 25％，通常建機の利用率を 75％と一律に設定して
積算していた。しかし，規模が小さく建機を 1，2 台
しか使わないような工事では，ICT 建機の利用率が
実態と合わないといった課題があった。

そのため，ICT 土工の積算基準を改定し，ICT 建
機の利用率を稼働実態に応じた積算・精算にするよう
に見直した。

また，土工が建設事業の多くを占める地方公共団体
工事に ICT 施工を広めるため，地方公共団体をフィー
ルドとした現場支援型モデル事業を実施している。モ
デル事業では，地方公共団体が設置する支援協議体の
下で，工程計画立案支援や ICT 運用時のマネジメン
ト指導などの支援を行っている（図─ 4）。

これにより，地方公共団体の発注者の ICT 活用工
事への不安を取り除き，発注者自身のメリットも体感
することで，ICT 活用工事の地方公共団体での一層
の普及につながることを期待している。
（b）維持管理分野への拡大
維持工事への ICT 導入も進めている。2018 年度か

ら，河川の浚渫工事において，音響測深（ナローマル
チビーム等）により測量した 3 次元データ等により
バックホウ浚渫船を自動制御する ICT 浚渫工（河川）
を新たに導入し，工事に必要な積算基準や技術基準等
を策定した。

また，ドローン等のロボット点検等による維持管理
の高度化を見据え，変状等の記録を 3 次元モデルを介
して蓄積することを目的に，「点検記録作成支援ロボッ
トを活用した 3 次元成果品納品マニュアル」（橋梁編，
トンネル編）を策定した。将来的には AI による変状
検知機能を組み合わせた効率的な公物管理の実現を目
指している。
（c）建築分野（官庁営繕）への拡大
民間工事が中心の建築分野において先導的な役割を

果たすため，官庁営繕工事において，ユニット化やロ
ボットによる自動化施工などの施工合理化技術の導入
を行う。あわせて，ICT などの活用による遅滞ない
合意形成や工程管理の改善，工事関係書類の簡素化な
どを行う。

図─ 3　施工時期の平準化

図─ 4　モデル事業による ICT 施工の支援
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（2）BIM/CIMの拡大
BIM/CIM（Building/Construction  Information 

Modeling/Management）は，建設分野の調査・測量・
設計段階から地形データ・詳細設計などに 3 次元モデ
ルを導入し，その後の施工，維持管理の各段階におい
ても，施工情報や点検・補修履歴などの属性情報を追
加しながらこれを活用するものである。あわせて，事
業全体にわたる関係者間で情報を共有することによ
り，一連の建設生産システムにおける受発注者双方の
業務の効率化・高度化を図るものである。

これまで，試行業務・工事を通じて知見を蓄積し，
2017 年 11 月には「3 次元データ利活用方針」を策定
した。2018 年度からは，橋梁，トンネル，河川構造物，
ダムなどの大規模構造物の詳細設計において，BIM/
CIM の実施を原則対象としている。

また，将来の設計段階，施工段階における BIM/
CIM の原則化に向けて，新たな要求事項（リクワイ
ヤメント）を設定し，試行業務・工事を進めている。

さらに，BIM/CIM の運用に必要となる CIM 導入
ガイドライン（案）のほか，3 次元モデルの表記方法
を定めた 3 次元モデル表記標準（案）等の要領・基準
類の改定・策定を行っている。

（3）普及・促進施策の充実
（a）i-Construction 大賞
i-Construction に 係 る 優 れ た 取 組 を 表 彰 す る

「i-Construction 大賞」を 2017 年度に創設した。
2017 年度は，2016 年度に完成した直轄工事を実施

した団体を対象とし，地方整備局等からの推薦をもと
に，12 団体（14 企業）を表彰した（表─ 1）。

2018 年度は，昨今の取組の広がりを踏まえ，地方
公共団体発注工事や民間企業の独自の取組なども表彰
対象とし，官民問わず優れた取組の全国的な普及・展
開を推進する予定である。
（b）i-Construction ロゴマーク
先進的な建設現場のイメージを，業界を越えて広く

一般にPRするため，ロゴマークを作成した。ロゴマー
クは，後述の i-Construction 推進コンソーシアムの会
員へアンケートを行い，革新的テクノロジーが日本の
建設現場を変えていくというデザインメッセージを拡
がりとスケール感のあるオーバル型の“iC”で表現し
た案が選定された（図─ 5）。

今後，名刺，ウェブサイト，工事看板，ヘルメット，
建設機械など様々なシーンで使用されることを期待し
ている。

5．i-Construction推進コンソーシアム

i-Construction推進コンソーシアム（以下，「コンソー
シアム」という）は，さまざまな分野の産学官が連携
して，革新的な技術の現場導入や 3 次元データの利活

表─ 1　i-Construction 大賞 （2017 年度）

NO 表彰の種類 分野 企業名 工事名 工事担当地整等

1
国土交通
大臣賞

道路 ㈱砂子組 道央圏連絡道路　千歳市　泉郷改良工事 北海道

2
国土交通
大臣賞

道路 カナツ技建工業㈱ 多伎朝山道路小田地区改良第 12 工事 中国

3 優秀賞 河川 ㈱小山建設 北上川上流曲田地区築堤盛土工事 東北
4 優秀賞 河川 金杉建設㈱ H27 荒川西区川越線下流下築堤工事 関東
5 優秀賞 河川 会津土建㈱ 宮古弱小堤防対策工事 北陸
6 優秀賞 道路 ㈱新井組 平成 27 年度中部縦貫丹生川西部地区道路建設工事 中部
7 優秀賞 道路 中林建設㈱ 第二阪和国道大谷地区道路整備工事 近畿
8 優秀賞 港湾 五洋・井森特定 JV 徳山下松港新南陽地区航路（－12 m）浚渫工事 中国
9 優秀賞 河川 ㈱福井組 H27-28　川島漏水対策工事 四国
10 優秀賞 港湾 若築・あおみ特定 JV 須崎港湾口地区防波堤築造工事 四国
11 優秀賞 砂防 ㈱野添土木 長谷川 4 号床固工・右岸導流堤工事 九州
12 優秀賞 道路 ㈱丸政工務店 平成 28 年度恩納南 BP1 工区改良（その 13）工事 沖縄

図─ 5　i-Construction ロゴマーク
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用などを進めることで，生産性が高く魅力的な新しい
建設現場を創出することを目的として，2017 年 1 月
30 日に設立した。

コンソーシアムの会長は，小宮山 宏㈱三菱総合研
究所 理事長，副会長は宮本 洋一（一社）日本建設業
連合会 副会長兼土木本部長が務めている。また，
2018 年 6 月 1 日現在，コンソーシアムの会員は 885
者にのぼっている（法人会員 802 者，行政会員 60 者，
有識者会員 23 者。なお設立時の会員は 458 者）。

コンソーシアムには，全体のマネジメントを実施す
る企画委員会と，3 つのワーキンググループ（以下，

「WG」という）を設置している（図─ 6）。

（1）企画委員会
企画委員会は，コンソーシアム会長の小宮山理事長

が委員長を務め，委員長を含めた 10 名の有識者と 8
つの業界団体から構成されている。

第 1 回は，2017 年 3 月に開催され，i-Construction
の推進に向けたロードマップ等について確認した。

また第 2 回は，2017 年 10 月に開催され，後述の
WG の活動状況や前述の i-Construction ロゴマークの
選定について確認した。

そして第 3 回は，2018 年 6 月 1 日に開催され，ロー
ドマップの見直し等について確認し，ロゴマークの結
果等の報告がなされた。

（2）技術開発・導入WG

技術開発・導入 WG では，最新技術の現場導入の
ための新技術発掘や企業間連携を促進することとして
いる。2017 年 2 月に，会員や国土交通省内を対象に

建設現場の生産性向上に資する行政ニーズや現場ニー
ズ，および技術シーズについてアンケート調査を実施
し，1,700 を超えるニーズと 200 を超えるシーズが寄
せられた。これらのニーズとシーズのマッチングを目
指して，アンケート調査の中から代表的なニーズにつ
いて説明会を実施した結果，2017 年 10 月に 5 件の技
術のマッチングが成立し，各現場での試行を行ってい
る。

また，その他の技術シーズについても 2018 年 1 月
のシーズ説明会で公表し，引き続き第 2 回のマッチン
グを行い，今年5月に11件のマッチングが成立した（表
─ 2）。

（3）3次元データ流通・利活用WG

3 次元データ流通・利活用 WG では，3 次元データ
の流通のためのデータ標準やオープンデータ化によ
り，シームレスな 3 次元データ利活用環境整備，新た
なビジネス創出を目指している。

本 WG においても，会員を対象としてデータ流通
に関する現状と課題，データ利活用に関するデータの
保有状況やニーズを把握するためのアンケート調査を
実施し，会員の意見を聴取しながら 2017 年 11 月に「3
次元データ利活用方針」をとりまとめた。

（4）海外標準WG

海外標準 WG では，上記 2 つの WG での検討結果
などを踏まえつつ，技術基準，制度などのパッケージ
化を行い，i-Construction の海外展開を図ることとし
ている。

第 1 回となる WG を 2018 年 3 月に開催し，国際標

図─ 6　i-Construction 推進コンソーシアム
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準化に対する我が国の対応方針の審議・提案等を共同
で行うために，昨年 12 月に設置された国際土木委員
会における取組などについて報告した。

6．おわりに

i-Construction の導入により，建設現場に必要な技
術の習得に要する時間が短縮されるとともに，危険の
伴う作業や厳しい環境で行う作業も減少することが期
待されている。また，生産性向上により安定した休暇
の取得が可能になることで，建設現場において若者や
女性などの多様な方々の活躍が期待されている。

i-Constructionの取組の今後のメインテーマになる建
設プロセス全体を通じた 3 次元データの活用と，新技

術，新工法，新材料の導入については，i-Construction
推進コンソーシアムのWG活動が重要になってくる。

これらの取組により魅力ある建設現場を作り出すこ
とで，「きつい，危険，給料が安い，休暇が取れない」
と表現されることもある現状を改善し，新たな「給与
が良い，休暇がとれる，期待がもてる」建設現場の実
現を目指してまいりたい。

 

表─ 2　マッチングした技術

マッチングした技術 提供者
（第 1 回）
AE センサを用いた打音現場検査装置とクラウドサーバーによる検査データ解析，ならびに検査
データベース管理

原子燃料工業㈱

高精度の地上レーザースキャナを利用した土木構造物の変化把握 ㈱八州
遠隔ビジュアルコラボレーションによる遠隔現場支援ソリューション パイオニア VC ㈱
スマートフォン・IoT デバイスを活用した作業員の安全管理と生産性向上 ㈱日立ソリューションズ
AI を用いて構造物の設計の合理化や積算の効率化等を支援する技術 ユニコシステム㈱

（第 2 回）
空から陸と水深を図る「航空レーザー測深 ALB」 アジア航測㈱
コンクリート内部欠陥の非破壊調査技術
─ FITSA（SIBIE 法）による調査─

㈱富士ピー・エス

時系列画像等を AI 解析し地形特長を識別する技術，衛星画像から流域の水位や経年変化等を分析
する技術

㈱ NTT データ経営研究所

360°画像を簡便に撮影・クラウド共有により現場の状況を効率的に共有する技術 ㈱リコー
路面性状調査が可能な MMS（モービルマッピングシステム） アジア航測㈱
航空レーザを利用した高精度な地表面データの取得
～植生を取り除いた地形測量～

㈱ウエスコ

浸水・水害に備えるセンサネットワークシステム （一社）建設電気技術協会
監視カメラに 3 次元レーザスキャナ機能を搭載し，定期的に 3 次元点群データを取得する技術 三菱電機㈱
省電力広域無線通信を用いた安価で手軽に斜面監視を行うクラウドシステム 西松建設㈱
ダンプトラック運行管理　TRUCK VISION ㈱小松製作所
災害対策室向け　L 字テロップ解析システム 東芝インフラシステムズ㈱

［筆者紹介］
橋本　亮（はしもと　あきら）
国土交通省　大臣官房　技術調査課
課長補佐
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港湾工事における ICT の活用
行政情報

大　場　昌　幸

国土交通省では，建設現場の生産性向上に向けた取り組みとして，「i-Construction」を進めている。本
稿では，港湾分野で「i-Construction」を推進する取り組みとして，最優先課題に設定した，浚渫工を対
象に整備した ICT 浚渫工の基準概要や，試行工事の結果，今後の ICT 活用事業として想定している工種，
及び港湾構造物への CIM 活用，工事現場の生産性向上に資するタブレットの活用といった，港湾工事に
おける ICT 活用に関する取組について紹介する。
キーワード：i-Construction，生産性向上，ICT 施工，CIM

1．はじめに

国土交通省では，建設生産プロセスの生産性向上を
目指して，i-Construction を推進している。

港湾局においても，i-Construction の一貫として港
湾における ICT の活用を進めており平成 28 年度は浚
渫工事を対象に ICT 活用に必要な基準類の整備を行
い，平成 29 年度から直轄工事を対象に ICT 浚渫工を
実施している。

本稿では，ICT 浚渫工の結果と今後の ICT 活用事
業の拡大にについて紹介する。

2．ICT活用調査工事

（1）ICT活用調査工事の実施
港湾分野において，ICT の導入について検討する

には，実際の建設現場の調査，設計，施工・管理の各
段階においてどういった ICT ツールを導入するべき
か検討をする必要がある。そのため，比較的多くの作
業船や測量機器へ ICT が導入されている浚渫工を対
象に，ICT 活用調査工事及び活用方策の検討を実施
した（図─ 1）。

活用調査工事は，ポンプ浚渫船で航路・泊地の浚渫
を行い，浚渫土量とほぼ同じ容積の埋立地に土捨てを
実施した工事であり，浚渫箇所はマルチビーム，埋立
地は UMV（ラジコンボード），UAV（ドローン）を
活用した。

（2）生産性向上の評価
生産性向上の評価項目として，測量から土量計算に

要した人数で評価を行った。
浚渫部のマルチビームの生産性は，従来のシングル

ビームと比較して約 3％。埋立部の UMV，UAV の生
産性は，レッド測深に比較して約 110％向上し，浚渫
部と埋立部のトータルでは，約73％向上した（図─2）。

3D 設計図を作成することにより土量計算が自動化
されるため，測量から土量計算まで一連処理では人工

図─ 1　ポンプ浚渫船による施工状況

図─ 2　生産性の比較

特集＞＞＞　i-Construction，CIM，ICT
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や時間の削減といった導入するメリットはあるが，マ
ルチビームによる取得データの処理だけをみると，
データ量が膨大になるためデータ処理に時間を要す
る，というデメリットもある。しかし，マルチビーム
等で得られた 3 次元データは将来的な維持管理への活
用も想定しているため，今後は 3 次元データの処理や
管理・運用等の取り扱い方法の検討を進めたいと考え
ている。

3．ICT浚渫工（新基準）の概要

前述の ICT 活用調査工事の結果，浚渫工において，
マルチビーム等を活用できることが確認できたため平
成 28 年度は，マルチビーム等で取得した 3 次元デー
タを活用する仕組み作りとして，発注や検査に係る基
準や要領の新設を行い，平成 29 年度は，改訂を行っ
た（図─ 3）。

整備した基準の概要を以下に示す。

（1）調査・測量
「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫

工編）」
浚渫工におけるマルチビーム等を用いた深浅測量を

実施する際の標準的な「作業手順」，「3 次元設計デー
タの作成手法」，「計測・精度管理」を規定するととも
に，測量技術としてのマルチビームを用いた深浅測量
に対する理解を深め，その利用の普及・促進を図るた
めの解説を記載。

（2）設計・施工計画・積算
「3 次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚

渫工編）」
マルチビーム測量により取得された 3 次元データを

用いた浚渫土量の算出方法として，「TIN 分割等を用
いて求積する方法」，「プリズモイダル法」の二つの手
法や数量算出に用いた 3 次元データの電子成果品の作
成規定を記載。
「港湾請負工事積算基準」
マルチビーム測量の歩掛かりを新たに制定。

（3）施工・施工管理
「3 次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）」
マルチビームによる出来形測量および出来形管理

が，効率的かつ正確に実施されるため，以下の事項を
明確化。

① マルチビームを用いた出来形測量の基本的な取り

扱い方法や計測方法
②取得データの処理方法
③ 各工種における出来形管理の方法と具体的手順，

出来形管理基準及び規格値

（4）検査
「3 次元データを用いた出来形管理の監督・検査要

領（浚渫工編）（案）」
マルチビームを用いた出来形管理に係わる監督・検

査業務に必要な事項を定めるとともに，受注者に対し
ても，施工管理の各段階で，より作業の確実性や自動
化・省力化が図られるよう留意点等を記載（図─ 3）。

なお，浚渫工の出来形測量をマルチビームで実施す
ることにより水路測量を満足する測量データが取得で
きるため，水路測量も兼ねることになり，検査の効率
化にも繋がると考えている。

4．ICT浚渫工の実施

平成 29 年度は，港湾工事に ICT を導入する第 1 歩
として，直轄工事の浚渫工事を対象にマルチビーム測
深を導入した。

試行工事を行った工事を対象に作業効率についてア
ンケートを行った結果は以下のとおり（図─ 4）。
「従来方式（シングルビーム測深機）」と「マルチビー

ム測深機」を比較した作業時間の増減は，「①機材艤
装～⑥土量計算の作業全体」では，「0 ～ 3 時間増」
が最も多く，「平均 2.5 時間増」。

平均作業時間が増えたのは，「①機材艤装」，「②施
工規模（測深面積）」，「④機材艤装解除」，「⑤データ
解析」であり，「⑤データ解析」は平均では 10.2 時間
と最も増加しているが，最大で 32 時間減の工事もあ
ることから，解析・土量計算ソフトウェアの充実や，
ソフトウェア操作等の習熟によりこの時間は減ってい
くと考えられる。

図─ 3　新たに導入する基準
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また，平均作業時間の減は，「②計測」，「⑥土量計算」
となっており，マルチビームを活用し，3 次元データ
を使用する効果は出ているとも考えられる。

5．ICT活用事業の拡大

（1）ICT浚渫工の推進
平成 29 年度に導入した ICT 浚渫工は，「① 3 次元

起工測量」，「② 3 次元数量計算」，「③ 3 次元出来形測
量」，「④ 3 次元データの納品」について行うものとし
ており，ICT を活用した施工については，義務づけ
ていない。

一方で，建設会社が保有する浚渫船には，浚渫作業
中に，3 次元データ（現況・計画地盤）やソナー等を
併用して，リアルタイムに目標浚渫深度や施工深度（掘
り跡）を PC 等画面上に表示（可視化）し，画面表示
に従って施工することで過不足無く効率的に掘削する
ことができるシステムを搭載しているため，平成 30
年度は，これらのシステムを活用する試行工事を実施
している（図─ 5）。

（2）港湾構造物への ICTの導入
ICT 浚渫工からの拡大として，港湾構造物工事へ

の導入を考えており，現状の工事現場を見てみると，
捨石の投入やブロックの据付位置の目標設置や指示等
の削減・軽減し，施工の効率化を図るシステムとして，
捨石投入船や起重機船のブーム先端に GPS を搭載
し，目標位置をリアルタイムで PC 等画面上に表示し
オペレータに提供する作業船位置誘導管理システム

（図─ 6）や，建設機械を用いて，基礎捨石面の均し
を行う捨石の機械均し機が活用されている （図─7）。

機械均し方式は，自動追尾式 TS と GPS を活用し
て位置管理を行うことで，大水深において高精度での
大量急速施工が可能になる。

図─ 4　従来方式と作業時間の比較

図─ 5　浚渫施工管理システム

図─ 6　作業船位置誘導管理システム

図─ 7　捨石機械均し機
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平成 30 年度は ICT 浚渫工以外の工種として，既に
技術としては確立しているが，標準化されていない捨
石投入やブロック据付，捨石機械均しについてもモデ
ル工事を行い，平成 31 年度からの本格導入に向けた
基準類を整備する予定である。

（3）CIMの活用
陸上工事においてすでに導入されている 3 次元デー

タを活用した CIM モデル（構造物等の形状を 3 次元
で立体的に表現した情報に 3 次元モデルに部材（部品）
等の情報を付与したもの）事業によると合意形成の迅
速化や施工計画・施工条件の確認等に効果があること
が実証されているため，建設現場の生産性向上に有益
なツールであることが明らかになっている。

そのため港湾工事においても，測量・調査設計段階
から 3 次元データ化を図り，測量・調査設計，施工，
維持管理に至る一連の建設プロセスで一貫して 3 次元
データの利活用を促進する。効果としては，設計段階
においては，図面の不整合の解消や鉄筋同士の干渉部
分のチェック，3 次元データからの数量の自動算出に
よる効率化を図り，施工段階では，施工計画を可視化
することで最適となる人材や資材確保への活用を図
る。さらに，維持管理段階においては，3 次元化され
た施工段階の出来形計測データを活用することによ
り，構造物の変位把握の効率化を図る。特に災害時に
発生した地形等を経年的に計測することにより，変位
把握の効率化が期待させると考えている。

以下に，桟橋構造において CIM を活用した事例を
示す。今工事においては，鋼管杭の支持層を 3 次元可
視化することにより，関係者間での情報共有が容易に
なったことや，鋼管杭打設時に推定される支持層の高
さと，施工出来形を随時 3 次元モデルに反映させるこ
とで，全ての鋼管杭が支持層への根入れは，問題がな
いことを共有できた（図─ 8，9）。

また，3 次元化することで支保工とジャケット斜材
の干渉の有無が視覚的に可能となり，施工に影響を与
える干渉がないことが確認できたため，平成 30 年度

は桟橋構造を対象に CIM 導入ガイドラインの作成を
行う予定である。

6．タブレットの活用

監督職員は，工事や監督作業等を進めて行く上で必
要な書類作成及びそのチェックに多くの時間が費やさ
れており，発注者・受注者双方にとって大きな負担と
なっている。現場技術者の不足が懸念される中で，現
場業務の効率化・生産性向上を図るための対応につい
ても喫緊の課題となっている。

このような状況に対応するため，最新の ICT を活
用して書類作成等の現場業務を軽減できる方策とし
て，タブレットを活用したシステムの検討に取り組む
必要がある。

具体的には港湾工事等では現在，受・発注者間で利
用されている工事帳票管理システムの効率化である。

現状は，出来形測定結果等の測定データは，野帳等
に控え，事務所に戻ってから出来形管理図表を作成し
システムに起票しているが，現場監督にタブレットを
導入することにより，タブレットに保存した出来形管
理図表に直接測定データを記入することが可能にな
り，現場から直接，または事務所に戻る前の空いた時
間にシステムに起票するものである。これによりタイ
ムリーな報告が可能となり，また現場で業務が完結す
るので事務所に戻ってからの作業の軽減が期待される
と考えている（図─ 10）。

また，受注者側も書類作成等の現場業務が軽減で
き，さらに，CIM と連携されることにより，出来形
管理等の自動化が可能になる。

7．人材育成

ICT 活用を推進するには，ICT 活用に対応した技術
者が必要になるため ICT 浚渫工の受注者を対象に技術
者の状況についてアンケートを行った （図─ 11，12）。

ICT活用工事に対応可能な人材の現状については，
全て「②不足している」または「③ほとんどいない」図─ 8　支持層の 3 次元化

図─ 9　3 次元化モデルを用いた干渉チェック
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であり，「①十分にいる」という回答はなかった。
また，人材育成の状況についても，全て「②③今後，

人材育成の必要性を感じている」であり，「①現状で
人材育成を行っている」および「④人材育成の必要な
い」は，なかった。

本結果のとおり，現状では，ICT 対応工事に対応
した技術者は不足しているが，人材育成の必要性は建

設業界にもあるため，今後は，官民が一体となった人
材育成について取り組む必要がある。

8．おわりに

我が国の港湾開発は，戦後の経済復興とともに飛躍
的に進み，その中で積み重ねてきた港湾整備の技術や
経験を活かし，現在の建設生産プロセスが確立されて
いる。

現在取り組んでいる i-Construction の推進による生
産性革命は，将来予想される労働者・技術者の不足の
状況の中でもよい品質のものを作れる体制を整備する
ことであり，業務の効率化を通じて労働生産性を上げ
る取り組みであるため，まずは，浚渫工を対象に ICT
を導入したが，外郭施設や係留施設等においても ICT
を活用する仕組みを作り，さらに CIM などを活用し
た現場作業の軽減についても取り組む必要がある。

さらに，国土交通省として，平成 30 年を生産性革
命「深化の年」として，i-Construction 施策などの取
組をさらに強化することとしているため，港湾分野に
おいても ICT の活用を加速させる必要もある。

そのためには，従来の技術の優れた部分の継承と新
しい技術との融合が必要であり，産学官の連携も重要
であるため関係者皆様の協力を引き続きお願いしたい。

 

図─ 10　現場監督業務におけるタブレットの活用

図─ 11　現状における ICT 活用工事に対応可能な人材の状況

図─ 12　現状および今後における人材育成の状況

［筆者紹介］
大場　昌幸（おおば　まさゆき）
国土交通省
港湾局　技術企画課



16 建設機械施工 Vol.70　No.7　July　2018

地方自治体における ICT 活用工事の取り組みの紹介

杉　本　直　也・芹　澤　　　啓・藤　島　　　崇

平成 28 年度から始まった ICT 活用工事は，施工段階の各プロセスで 3 次元データを活用し，施工全体
での生産性向上を目的とした工事である。ICT 活用工事を普及させていくためには，工事発注件数の大
多数を占める地方自治体の発注する工事での普及が課題となっている。そこで，国土交通省では，平成
29 年度より ICT 活用のノウハウと地域特性に合わせた運用の仕組みづくりを支援する現場支援型モデル
事業を実施している。本報告では，以前より ICT 活用の積極的な取組みを進めてきた他，本事業の支援
を受けながら，地域特性を踏まえた運用を始めた静岡県の事例を紹介する。
キーワード：i-Construction，ICT 活用工事，ICT 建機，点群データ，施工管理，監督検査

1．はじめに

国土交通省では，平成 28 年度から建設施工の生産
性革命と題した i-Construction を推進している。その
うち，ICT の全面的活用では，施工段階に着目して
各プロセスで 3 次元データの活用と ICT を組合せた
ICT 活用工事の普及促進を進めている。

ICT 活用工事は，平成 28 年度に ICT（土工）が導
入され，平成 29 年度より ICT（舗装工），平成 30 年
度より ICT（バックホウ浚渫）と年々適用工種の拡
大が図られているところである。

この ICT 活用工事の実施に向けては，既存の技術
基準類が大幅に変更されている。さらに，初年度に
17 の関連基準類が策定され，翌年にはそのうち 11 の
基準が改訂されるなど，現場実施とカイゼンが続継的
に実施されていることが特徴である。

また，平成 29 年度の国土交通省の発表資料では，
平成 28 年度に実施した約 200 件の工事に対するアン
ケート調査結果から，その適用効果（省力化）は従来
のおよそ 30％削減を実現していると報告されている

（図─ 1 参照）。
一方で，建設産業全体の生産性向上に向けては，国

土交通省の直轄工事だけでなく，地方自治体が発注す
る工事でも ICT の導入による生産性向上効果を発揮
させる必要がある。そこで，国土交通省では，平成
29 年度より地方自治体での ICT 活用による生産性向
上を支援するモデル工事支援事業を実施している。モ
デル工事支援事業では，ICT の専門技術者を現場技

術指導に派遣し，現地での施工計画の立案支援，効果
的な機器選択，ICT 活用時の現場技術指導，現場見
学会の開催支援を実施している（図─ 2 参照）。

自治体支援のモデル事業では，施工規模が直轄工事
に比べて小さい場合が多いという特徴があるため，
ICT の採用による施工能力の最大化だけでなく，省
力化あるいは投資コストの最小化等，現場条件に合わ
せた ICT 効果（生産性向上）をテーマとして現場導
入が進められている。

2．静岡県における ICT活用の取組み

上記のように，ICT 活用の地方自治体への展開が
始まっている。その中で，静岡県では，県内の発注条
件や県内工事の特徴を踏まえ，より積極的な ICT 活
用を推進している。

特に，静岡県では平成 28 年度に“ふじのくに ICT
活用工事支援協議会（図─ 3 参照）”（平成 29 年度に

図─ 1　ICT 活用工事の効果（H29.3　ICT 導入協議会資料より）

特集＞＞＞　i-Construction，CIM，ICT
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ふじのくに i-Construction 推進支援協議会に改称）を
設置し，県内での ICT 導入に関する意見交換や情報
共有を進めながら普及推進を図っている。また，静岡
県においては，同協議会での意見交換を踏まえ，県内
の施工規模や施工条件への対応と点群データの更なる
有効活用を目的とした独自の取組みを進めている。

本稿では，地方自治体での取組みとして，静岡県で
の実施事例を紹介する。

（1）発注者業務の効率化に着目した事例
（a）工事概要と ICT の活用目的の設定
当該現場は養浜工事である。養浜工事においては，

施工（盛土）後の時間経過にともない波による洗掘が
起こる。このため，施工の進捗にあわせて頻繁に仕上
りの出来形計測及び監督職員の立会いを実施する必要
があった。このことから，ICT 活用工事の実施にお
いては，ICT 建機の活用だけでなく，出来形管理お
よび立会いの省力化を実現することを目的として設定
した（図─ 4 参照）。
（b）出来形計測方法の検討
国土交通省が推進する ICT 活用工事では，面的な

出来形管理を行うことになるが，当該工事のように時
間経過による洗掘が起こる場合は，洗掘前に段階確認
を実施するため高頻度な計測が必要になる。しかし，
現状では UAV による写真計測や地上型レーザース
キャナーを用いた面計測は経費面での負担が多いこと
から高頻度な計測が困難という課題があった。

そこで，日々の施工進捗を簡易に計測する技術の検
討を実施し，バックホウに搭載しているステレオカメ
ラを用いた計測技術の適用に着目した。
（c）技術の精度検証
ステレオカメラを用いた出来形計測の利用に向けて

図─ 2　国土交通省の自治体などへ ICT 活用工事の普及支援

図─ 3　静岡県での普及支援体制（静岡県 HP より）

図─ 4　養浜工事での出来形管理の状況

（施工直後） （時間経過による洗掘）
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は，ステレオカメラによる計測精度の担保が必要であ
ることから精度検証を行い，現場適用性を評価した。
精度検証はマシンコントロールバックホウに搭載した
ステレオカメラを用いた出来形計測結果と，従来手法

（TS（トータルステーション））による計測結果の比
較により実施した（図─ 5 参照）。

出来形計測の計測精度は，ステレオ写真測量におい
て，TS による真値と比べて，高さ方向の計測差異が
平均で－40 mm，標準偏差は 40 mm であった。
（d）情報共有の仕組み
本現場では，ステレオカメラで得られた出来形計測

結果（設計との比較を行うヒートマップ）を自動的に
処理し，ICT 建設機械メーカが提供するクラウドシ
ステムを用いて受発注者で共有することとした。本手
法によりデータの意図的な加工や編集作業を排除する
こととした。
（e）省力化の効果
以上より，本現場では，受発注者協議により，面的

な出来形が効率的に取得できるとともに出来形の状況
が写真で確認可能なステレオ写真測量による出来形計
測方法を立会確認に代えることとした。

この結果，施工者の計測作業時に必要となる計測補

助員が不要となるとともに，20 測点分の発注者の立
会作業を省略することができた。

（2）静岡県 ICT活用工事運用ガイドラインの策定
静岡県では国土交通省の国土交通省普及加速事業の

支援を受け，県内工事の特徴や規模を踏まえた運用手
法案をガイドラインとして策定している（図─ 6 参
照）。
（a）施工履歴データの活用範囲の拡大運用
国土交通省では，平成 30 年度よりバックホウ浚渫

において ICT 建設機械による施工履歴データを用い
た出来形管理を実施しているが，静岡県では，バック
ホウ浚渫以外の河川掘削作業にも施工履歴データを活
用できる運用を実施している。

これにより，従来の施工管理では人力で水中の計測
作業が必要となっていた出来形計測を ICT 建設機械
の施工履歴で実施できることとなり，危険および苦渋
作業の解消と計測の効率化の実現が期待できる（図─
7 参照）。
（b）完成形状の 3 次元計測
静岡県 ICT 活用工事運用ガイドラインでは，出来

形管理とは別に，原則として，ICT の適用範囲外を

図─ 5　MC バックホウを用いた出来形計測システム

図─ 6　静岡県 ICT 活用工事運用ガイドラインの特徴
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含む工事施工範囲に対して，出来形管理に準じた 3 次
元計測を行う事を追記している。

完成形の計測については，水面や障害物等による欠
測がある場合の補測を行う必要はない他，データ処理

（不要点削除やデータの間引き等の処理）を行う必要
もない。

本データは，3 次元施工管理データを工事完成図書
として電子納品され，完成形状計測点群データは，静
岡県により公開（https://pointcloud.pref.shizuoka.jp
参照）されることとなっている（図─ 8 参照）。

これにより，土工だけでなく周辺構造物を含む工事

図─ 7　施工履歴データの活用イメージと静岡県における適用工種

図─ 8　静岡県の完成形状の点群登録と公開事例

図─ 9　静岡県の仮想 3 次元県土の構想
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全体の完成後の地形データが計測され，その後の維持
管理や災害時の被災前状況の把握などにも活用が期待
されている。

さらに，今後は工事での計測データを横断的に有効
活用する手法についても展開が期待されている（図─
9 参照）。

3．今後の展望

国土交通省による地方自治体への普及加速事業は今
年度も実施の継続が予定されており，自治体への普及
も一層加速することが想定される。

一方，昨年度に実施した多くの地方自治体では，
ICT 導入協議会等を設置し，ICT の体験というステー
ジから自らが企画して活用するというステップアップ
の手法をそれぞれ模索し始めている。

今後も，自治体毎の取組みの具体化が期待されると
ころである。

4．おわりに

自治体での取組みは始まったばかりであるが，高齢
化による人材不足といった課題は自治体の方が顕著で
あり，ICT に対する期待は大きい。一方，大規模工
事は少ないことから ICT 建機などの活用による施工
能力向上や工期短縮等の効果は限定的となる。自治体
での普及に向けては，ICT ありきではなく，施工の
合理化に資する ICT を適材適所に上手く組み込んで
いくことが鍵となっている。

本稿では，その 1 事例として静岡県の事例を紹介さ
せていただいた。静岡県では，施工者や機器開発メー
カ，発注者が施工の生産性向上という共通目標に向
かって純粋に技術者として意見交換を行い，互いの目
的を効率的に実施する手法を検討した成果である。こ
のような取組み事例が，他の自治体でも進められるこ
とで，ICT 導入が加速することが期待される。
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現場管理システム VisionLink と
車両情報管理システム MY.CAT.COM

松　村　秀　雄

現在，遠隔管理システムが多くの建設機械に普及し，現場の生産性向上へのデータ活用が注目されてい
るなか，キャタピラー社ではお客様の使い方に合わせて 2 つのアプリケーションをご提案している。

ここでは，Cat プロダクトリンクの情報を使って車両と現場を総合的に管理する VisionLink と，お客
様の保有車両全体を効率よく一元管理可能にする「MY.CAT.COM」の 2 つのアプリケーションの特長に
ついて紹介する。
キーワード： 遠隔管理，テレマティクス，生産性向上，稼働費用削減，資産管理，現場管理，ペイロード

1．はじめに

i-Construction の普及により，現場データの重要性
が日に日に高まっているなか，キャタピラーでは地形
データだけでなく，積込みや運搬作業の生産性デー
タ，車両の稼働状況データ，安全性に係るデータを総
合的に取得することで，総合的なお客様の生産性向上
への貢献を目指して，車両とサーバの間をつなぐこと
で車両（Iot）からデータを取得するコネクティビ
ティ，さらにサーバに蓄積されたデータをお客様の生
産性向上に役立つ形で提供可能にする使いやすいアプ
リケーションの開発に力を注いでいる。

昨年 Cat プロダクトリンクの情報を使って車両と
現場を総合的に管理することができるアプリケーショ
ン VisionLink が「VisionLink Unified Suite」として
モデルチェンジされた。目的別に 4 つのアプリケー
ションに分けることで，より見やすく，より快適に使
えるツールとなっている（図─ 1）。一方でキャタピ
ラーは新たに Cat プロダクトリンク搭載車に加えて

お客様の保有車両全体を効率よく一元管理可能にする
「MY.CAT.COM」を開発し，多くのお客様にご使用
いただいている。

ここではこの 2 つのアプリケーション「VisionLink 
Unified Suite」と「MY.CAT.COM」それぞれの特長
を紹介する。

2．VisionLink Uni�ed Suite

現場とオフィスをクラウドで結び，現場で稼働する
建機や機材のリアルタイムな遠隔管理を可能にする
VisionLink は，機械の稼働状況や運転情報だけでな
く，生産性・安全性の面でも行き届いたマネジメント
を実現している。

これまでも好評いただいている高度で多彩なモニタ
リング機能や現場改善の効果はそのままに，新たなメ
リットと利便性をプラスした VisionLink Unified 
Suite へと進化し，見やすさ，使いやすさに，よりいっ
そう磨きをかけてパワーアップし，一歩進んだ「現場

図─ 1　Cat プロダクトリンクと VisionLink

特集＞＞＞　i-Construction，CIM，ICT
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の見える化」を実現している。

（1）Uni�ed Fleet（フリート，図─ 2～ 4）
Unified Fleet は，オーナーやオペレータだけでなく，

機材管理スタッフまで幅広く活用できるように開発され
たアプリケーション。保有車両（建機や機材）の稼働状
況がグラフやマップで表示され，それぞれのサービスメー
タ，場所，アイドリング時間，稼働時間，燃費などを把

握でき，車両管理の強化に役立つ。効率的な稼働や配車
が可能になり，車両運用面での生産性向上に貢献する。

Unified Fleetは大きく4つの画面から構成される。
①ダッシュボード画面
お客様のフリート単位，現場単位でのステータス（車

両が運転中か止まっているか），作業時間・アイドリ
ング時間，稼働場所などの基本情報を一覧で表示。最
初に全体の傾向を一目で把握することができる。

図─ 2　Unified Fleet－ダッシュボード

図─ 3　Unified Fleet－利用状況

図─ 4　Unified Fleet－資産運転
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②フリート画面
アワーメータ，稼働場所，燃料タンク残量等の基本

情報を表示。
③利用状況画面
稼働時間，アイドリング時間，燃料消費量等の一覧

を表示。毎日のアイドリング時間の目標値を設定する
ことで，具体的にアイドリング時間とその時の燃料消
費量の削減に取り組むことが可能になる，

④資産運転画面
何月何日に稼働していたか，何時から何時までの間

に稼働していたか，といった詳細な稼働状況を表示。

（2）Uni�ed Service（サービス，図─ 5）
メンテナンスによる稼動コスト低減を重視されるお

客様に有用なアプリケーション。保有車両の故障コー
ドをはじめ，S・O・S（オイル分析）サービスの検査
結果や定期点検の時期，過去のメンテナンス履歴など
を容易に確認でき，適切なメンテナンスの実施をサ
ポートする。重大なマシンダウンが発生する前に適切
な対処を行うことで，長期間の休車による現場の生産
性低下や高額な車両修理費用を回避することができる。

Unified Serviceは大きく5つの画面から構成される。
①ダッシュボード画面
故障コードが発生している車両の重要度別台数，フ

ルードアナリシス（オイル分析）結果がある車両，検
査（車両点検）結果がある車両，メンテナンス期限が
近付いている車両の台数をグラフで見やすく表示する
と共に，地図上で該当車両の位置を把握することも可
能。

②故障コード画面
いつ，どこで，どんな故障が発生したかを履歴で表

示。故障コードによりキャタピラー販売店では車両で
発生している状況を具体的に詳しく知ることができ

る。また，故障ではないものの過積載やエンジン過回
転などの運転状況も一部把握できるため，不安全や故
障へ結びつく可能性がある運転を防ぐこともできる。

③フルードアナリシス（オイル分析）画面
定期的に車両から採油して分析された結果概要が

VisionLink に表示され，ここのリンクから詳細デー
タを確認することもできる。オイル分析結果を修理や
メンテナンス計画に組み込むことで，重大なマシンダ
ウンを未然に防ぐことができる。

④検査（車両点検）画面（図─ 6）
携帯電話アプリ「Cat インスペクト」を使って車両

点検を実施した結果を VisionLink でも確認すること
ができる。キャタピラー販売店が行った点検だけでな
く，今後はお客様が Cat インスペクトで実施した点

図─ 5　Unified Service－故障コード一覧

図─ 6　Cat インスペクトによる点検レポート例
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検結果も反映されるようになる予定で，始業点検や定
期点検の記録を社内で共有し，安全な運行，施工を可
能にする。

⑤メンテナンス画面
定期メンテナンス時期が近づいている車両，時期が

過ぎてしまった車両が表示されるとともに，稼働状況
を反映してメンテナンスのタイミングを予測すること
で，お客様の最適なメンテナンス計画の作成を支援
し，大きな故障を防ぐ。

（3） Uni�ed Productivity（プロダクティビティ，図
─ 7，8）

生産性に関するさまざまな情報を集約するアプリ
ケーション。ペイロードやロード＆サイクルのモニタ
リング（オプション）などを 1 つのアプリケーション
に統合し，積載量や杯数・回数をチェックできるなど，
生産管理が容易に行えます。

①ダッシュボード画面
ホイールローダ，油圧ショベル，ダンプトラック等

に搭載されたペイロードシステムで計量された作業

量，サイクル（杯数・回数）の概要を表示。現場の進
捗概要を一目で把握できる。

②生産性画面
車両ごとのペイロードデータを表とグラフで表示。

グラフでは週単位，日単位，時間単位で作業量の推移
を表示できる他，時間あたりの生産性，消費燃料あた
りの生産性といった作業効率を把握できる数値を日毎
のトレンドとして表示させることもできるため，出来
高や効率が低かった日や，オペレータ毎のスキルの差
異要因を掘り下げることで，現場全体の生産性の底上
げを図ることも可能になる。

③プロジェクト画面
現場単位で生産性を管理できるよう，地図上で囲い

込んだプロジェクトを設定することで，一定期間内に
設定した現場内で稼働する車両の出来高のみを自動的
に抽出して管理することが可能。

（4）Administrator（設定・管理）
VisionLink Unified Suite の各アプリケーションで

表示される車両グループの設定や，車両の登録・管理，

図─ 7　Unified Productivity－ペイロード（時間ごとの進捗）

図─ 8　Unified Productivity－プロジェクト一覧
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ユーザ管理をはじめ，ジオフェンス，レポート，通知，
グループ，プロジェクトなどの設定が行える，管理ツー
ル的な位置づけのアプリケーション。

・レポート機能，通知機能（図─ 9）
レポートを設定しておくことで，稼働情報，メンテ

ナンス，警告等の情報をメールで定期的に配信・入手
することができる。一定期間のデータをまとめて入手
できるので，稼働傾向を把握しやすい。

一方で，車両でイベントが発生する毎にその情報を
メールで配信する通知機能もあり，警告，長時間アイ
ドリング，ジオフェンスの出入り等の情報をリアルタ
イムで入手する設定が可能。

レポート機能，通知機能を活用することで，都度
VisionLink にログインして稼働情報を確認する手間
が省けるため，管理にかかる事務作業の効率化も可能
になる。

（5）携帯端末対応（図─ 10）
VisionLink はオフィスのパソコンはもちろん，モ

バイル通信を利用してスマートフォンやタブレット端
末からも利用可能。パソコン版と共通化されたカラフ
ルなグラフィックは見やすく，どんな種類のデバイス
を使用しても同じ機能を利用でき，現場や外出先でも

図─ 9　VisionLrink レポート例－資産利用状況

図─ 10　タブレットや携帯電話を使って現場でも利用可能

図─ 11　アドバンスト・プロダクティビティ（ダッシュボード画面）
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最新の情報を入手することが可能。

（6） Advanced Productivity（アドバンスト プロダ
クティビティ，図─ 11）

これまで車両に直接接続しなければ入手できなかっ
た積込作業の詳細情報や，長期間にわたって人手をか
けて現場で計測・調査しなければならなかった作業内
容をオフィスにいながら遠隔管理することを可能にす
る優れたアプリケーション。積込量だけでなく，いつ，
どこで，どんな作業を行っていたかが記録され，詳細
な作業分析を見やすいグラフで表示するため，生産量
の管理だけでなく，生産性に結びつかない作業や長時
間の待機などを定量的に把握，改善を可能にするた
め，現場の生産性の向上を図ることができる。

（7）VisionLink 3D＊

i-Construction 等 3 次元マシンコントロール，マシ
ンガイダンスで施工した現場で，バケットやブレード
刃先の軌跡を出来高として自動的にクラウドにアップ
ロードされた地形データを，現場から離れたオフィス

から VisionLink 3D＊を通して管理することが可能に
なる。施工前の地形図，目標となる設計図，3 次元マ
シンによる出来高を合せることで，切盛りの断面や土
量について日々進捗を確認することができ，正確な現
場管理が可能になる。

＊  VisionLink 3D の利用はサイテックジャパン㈱と
の契約になります

3． MY.CAT.COMの概要と特長（図─ 12，13）

現場の生産性向上を目的とした VisionLink に対し
て，MY.CAT.COM はお客様の資産である建設機械を
フリート全体で効率よく管理を可能にするアプリケー
ション。現在 MY.CAT.COM では以下の機能が利用
可能。

・お客様保有のフリート（車両）全体の管理
・ Cat プロダクトリンクが装備された機械の場所，

時間，警告の確認
・ Cat プロダクトリンクが装備された機械のフリー

ト全体の稼働時間 / アイドリング時間と燃料消費

図─ 12　MY.CAT.COM－ホーム画面

図─ 13　MY.CAT.COM－状態一覧表示画面
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量の管理
・メンテナンスのスケジュール確認
・サービス工事履歴の確認
・オイル分析結果の確認
・機械点検結果の確認
・取扱説明書の参照
・ タスクアプリによる to do リスト（忘備録）の作

成と管理
車両や現場の遠隔管理ツールとしては VisionLink

の方が優れている一方，MY.CAT.COM は，Cat プロ
ダクトリンクが装備されていない車両も含めてお客様
のフリート（資産）全体を一括して管理できる点が大
きな特長で，オイル分析や機械点検に基づいた適切な
処置や，適切な時期にメンテナンスを実施することに
より，作業中の突発故障・休車による現場の中断を未
然に防ぐことが可能になる。

MY.CAT.COM も VisionLink 同様，スマートフォ
ンやタブレットなどの携帯端末を使って，現場からア
クセスすることも可能。

今後，サービス工事，部品，レンタルの発注など，
お客様とキャタピラー販売店とをつなぐ e- ビジネス
ツールとしての機能拡張を進めることで，お客様に
とってより便利な資産管理ツールを目指している。

車両 1 台毎のより詳細な稼働履歴や燃料消費量等の
管理や，現場単位での管理，レポート機能等が必要な
場合は，VisionLink を利用いただくことで，分析，
生産性改善に活用できる。

4．おわりに

現在遠隔管理システムには殆どの建設機械に標準で
搭載されるようになり，データの供給元として Iot と
してのインフラ配備は既に整ってきているが，今後は
次のステップとして集まったデータをお客様の生産性
向上，業務改善に役立つ提案へと効果的に結び付けら
れるかが課題となっている。

キャタピラーはお客様の様々なデータ活用のニーズ
に対応すべく 2 つのアプリケーション「VisionLink」，

「MY.CAT.COM」をご提案しているが，今後もお客
様がより活用しやすい形でのデータとソリューション
の提供を進めていく。

 

［筆者紹介］
松村　秀雄（まつむら　ひでお）
キャタピラージャパン合同会社
販売促進部



28 建設機械施工 Vol.70　No.7　July　2018

PC 上部工工事における i-Bridge 実現に向けた 
新たな試み

大　野　寛　太・吉　野　正　道・戸　倉　健太郎

昨今，建設業では，技能労働者の大量離職に伴う担い手不足が危惧されており，処遇改善や週休二日の
実現を図るなど，人材確保を強化している。国交省は，これと並ぶ重要な課題として生産性向上を掲げて
おり，橋梁事業においては，全てのプロセスにおいて ICT を活用して生産性を向上させる「i-Bridge」に
向けた取組みが始まっている。国道 45 号夏井高架橋工事では，UAV，自動追尾トータルステーション，
写真計測技術，SLAM，GNSS，モバイル端末などを活用した様々な ICT を導入し，それらを一元管理す
るシステムを構築して施工管理と検査の省力化を図っている。本稿では，その取組み事例を紹介する。
キーワード：i-Bridge，ICT，省力化，モバイル端末，プラットフォーム，調書管理

1．工事概要

夏井高架橋の概要を表─1，構造図を図─1に示す。
本橋は標準的な箱桁断面を有しており，移動作業車を
用いた張出し架設で施工される。張出し架設では，型
枠組立，鉄筋・PC 鋼材組立，コンクリート打設など
の施工管理や検査の段取り作業をサイクル施工の中で
何度も繰り返し行う。このため，筆者らは，張出し架
設の各施工段階により有効な ICT を導入することに
より，現場職員が行う施工管理業務の負担が軽減し，
省力化が図られると考えた。

表─ 1　橋梁概要

工事名 国道 45 号 夏井高架橋工事
発注者 国土交通省 東北地方整備局
工事箇所 岩手県久慈市夏井町
工期 H28/4/1 ～ H30/9/28
構造形式 PC7 径間連続ラーメン箱桁橋
橋長 497.0 m
有効幅員 11.300 m ～ 16.052 m

図─ 1　構造図

特集＞＞＞　i-Construction，CIM，ICT
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2．導入した各種 ICTの概要

本橋では，設計照査，施工計画，現場施工および検
査の各プロセスを対象として，費用対効果や実施工
程，システム開発の実現性，将来性などを総合的に判
断し，導入する ICT を選定した。実施した ICT 全体
の概要図を図─ 2 に示す。また，以下に本工事で導
入した主な ICT の概要を示す。

（1）橋梁 3次元モデル
設計照査時に，プレストレストコンクリート橋の形

状を高精度かつ簡易にモデリングできる橋梁 3 次元モ
デル作図システム（SMC-Modeler）により主桁の 3
次元モデルを作成した（図─ 3）。本システムは，設
計段階で使用する線形データと構造データを使用し
て，自動的に縦 ･ 横断勾配，平面曲線といった線形も
忠実にモデル化するもので，幅員や部材厚変化にも対
応している。また，本システム独自の機能を用いて，

PC 鋼材同士または PC 鋼材と躯体の干渉チェックを
行い，設計図の配置で施工に問題がないことを事前に
確認した。さらに，PC 鋼材の通過位置を考慮した小
口型枠断面が出力できる機能も有しており，型枠の製
作図作成にも活用できた。

施工計画時に，UAV（ドローン）測量で取得した
工事箇所周辺の地形データと橋体の 3 次元モデルを正
確に重ね合わせ，完成イメージと施工中イメージの 3
次元モデルを作成した。このモデルを使用して，完成
･ 施工中イメージ動画や 3D プリンターを用いた完成
模型を製作した。完成イメージ動画は，鳥瞰や車両走
行シミュレーションなどの数パターンがあり，関係者
や周辺住民への説明用として有効活用している。施工
中イメージ動画は，張出し施工の施工ステップを忠実
に再現しており，工事関係者との手順確認や施工検討
に活用している（図─ 4）。また，模型は現場事務所
に併設したインフォメーションセンターに展示し，見
学者への現場説明用に役立てている（写真─ 1）。

図─ 2　本工事に導入した ICT 全体概要図

図─ 3　主桁の 3 次元モデル 図─ 4　施工中イメージ動画
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（2） 自動追尾トータルステーションによる型枠セッ
ト測量

張出しブロックの型枠セット位置は，一般的にはレ
ベルとトランシットを用いて複数人で測量を行い管理
する。本工事では，型枠セット時に自動追尾トータル
ステーション（TOPCON 社：LN-100，以下 TS）を
使用し，独自に開発したモバイル端末の専用アプリで
自動計測することで，1 人で測量から調書作成までで
きるシステム（SMC-One ナビ）を適用し，施工管理
業務の省力化を図った（写真─ 2）。本システムでは，
専用アプリにあらかじめ設計座標や上げ越し量などの
データを計画値として読み込み，これを基に自動的に
TS が計測点を視準するように制御し，リアルタイム
に計画値と計測値の誤差を画面表示できる。また，取
得した計測データは無線でクラウド上に保存され，専
用ソフトにより簡単に調書データとして出力できる。

（3） 自動追尾トータルステーションによる PC鋼材
配置検測

PC 鋼材の配置高さやかぶりの検測は，通常はコン
クリート天端高さに水糸などを張り，シース管や鉄筋
までの下がり量をスケールで目視計測して調書に手書
きで記入している。この場合，水糸などの設置や計測・

記入の繰り返し作業で検測に手間と時間を要し，目視
計測のため読み取りミスも懸念される。そこで本工事
では，前述した SMC-One ナビを用いた計測方法によ
り，省力化と計測精度向上を図っている。本システム
は，TS により既設ブロック上と小口型枠上をそれぞ
れ計測した上で，専用アプリの自動計算により，シー
ス管や鉄筋を計測すると瞬時に天端からの下がり量が
算出され画面表示できる。また，計測データは無線で
クラウド上に転送し，自動調書出力させる仕様とし
た。なお，事前のキャリブレーションにより，計測誤
差がないことを確認しており，発注者の立会検査でも
適用している（写真─ 3）。

（4）SLAM外ケーブル管位置確認システム
外ケーブルは大容量 PC 鋼材が使用される重要部材

であるため，万が一，偏向管の位置がずれて施工され
ると，プレストレス不足による主桁コンクリートの重
大な損傷が生じる恐れがある。したがって，コンクリー
ト打設前に偏向管の位置を確実にチェックすることが
重要である。

そこで本工事では，「SLAM」技術を用いて外ケー
ブルの偏向管の位置を短時間にかつリアルタイムに確
認できるシステムを試験的に導入し，その効果を確認
し た。SLAM と は Simultaneous Localization And 
Mapping の略称で，自己位置の推定と 3 次元形状を
表す環境地図作成を同時に行う技術である。本システ
ムは，モバイル端末を用いてカメラに映る画像を見な
がら動画を撮る要領で偏向管を撮影すると偏向管の設
計座標に対する設置誤差がその場で判るというもので
ある（写真─ 4）。偏向管の設計座標は，前述の SMC-
Modeler の 3 次元モデルから容易に取得することがで
きる。ただし，既知点の基準マーカーと偏向管センター
へのマーカー設置は必要となる。また，本システムで
は，偏向管の設計座標の位置にマークを AR（拡張現

写真─ 1　完成模型

写真─ 2　型枠セット測量状況

写真─ 3　PC 鋼材配置検測状況
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実）表示させることも可能であり，偏向管のおよその
位置を確認するのに有効である（写真─ 5）。なお，
本工事における精度検証では，水平方向，垂直方向に
ついて誤差± 10 mm 以下であり，大きな配置ミスが
無いことのチェックという目的に対して十分な精度で
あることが確認できた。

（5）AR床版仕上げ管理システム
一般的に，床版コンクリート打設後の表面仕上げは

人力で行うため，仕上げ具合の良し悪しは作業員の技
量や感覚的な判断に依るところが大きく，定量的な管
理が難しい。そこで，本工事では，床版コンクリート
表面の凹凸状態を写真計測技術と AR 技術により可視
化し，仕上げ面の平坦性を向上させるシステムを試験
的に導入した（写真─ 6）。本システムは，床版コン
クリートの均し作業時に写真計測により仕上げ面全体
の 3 次元形状を数値化し，計画高さとの誤差をコン
ター図で出力する「ステレオ写真計測技術」と，出力
したコンター図をタブレット端末の画面上で現場の実
映像に重ね合わせて表示させ可視化する「AR 技術」
の 2 つの技術を組み合わせたシステムである。本工事
において，現場での適用性と精度を検証した結果，計

測準備の省力化や解析処理のリアルタイム性に課題が
残るものの，計測精度に関しては問題ないことが確認
できた。

（6）出来形検測システム
一般的に，コンクリートの出来形検測は，断面寸法

をスケールや巻尺により計測し，調書に手書きで記入
している。本工事では，大型デジタルノギスとモバイ
ル端末を無線通信させ，ワンタッチで計測データを取
り込み，調書出力まで自動的に行うシステムを開発，
導入した。本システムでは，検測そのものの時間は従
来と変わりないが，調書への手書き記入とパソコンで
の手入力の手間が省けるため，一定の省力化を図るこ
とができた。また，発注者の立会検査でも適用し，有
効活用している（写真─ 7）。今後は，検測作業も自
動化できる計測システムの開発が課題である。

（7）GNSSクレーン監視システム
前述の 3 次元モデルを活用して，国道に隣接する施

工ヤードでのクレーン作業において，国道上へのブー
ムの侵入を防ぐ対策として，GNSS でクレーンブーム
の位置を監視するシステムを適用した。本システム

写真─ 4　偏向管計測状況

写真─ 5　偏向管位置の AR 表示

写真─ 6　仕上げ面の平坦性確認状況

写真─ 7　出来形検測状況
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は，ブーム先端に設置した GNSS アンテナがあらか
じめ設定した制限範囲に接近，侵入すると警報を発す
る仕様としている。事務所のパソコンでは，専用ソフ
トウェアによりブームと制限範囲との位置関係を 3D
バーチャル空間上で瞬時に確認することができる（図
─ 5）。

3．トータル管理システムによる一元管理

（1）プラットフォーム
前述のとおり，本工事の施工管理には様々な ICT

を導入しており，データも多岐にわたることから，各
システム一連のデータを共通のプラットフォーム上で
一元的に管理し，関係者間で共有できるシステムを構
築した。プラットフォームはウェブ上に構築してお
り，視覚的にわかりやすく直感的に操作できるユー
ザーインターフェースとしている（図─ 6）。使用者
の ID は，登録や編集が可能な管理者権限と閲覧のみ
が可能な閲覧者権限に分けており，前者は作業所の職
員，後者は発注者を含む工事関係者をイメージしてい
る。管理画面には，左側に現場に導入している ICT
の一覧をメニュー表示させ，実施項目が一目で分かる
ように工夫している。メニューから ICT の名称を選
択すると，システム概要書やマニュアルのデータ，入

出力データおよび成果品データをダウンロード，閲覧
することができる。

（2）調書管理システム
プラットフォームのメニューの中に，検査などの調

書を箇所別，工種別に格納する調書管理システムを組
み込んだ（図─ 7）。各種調書データは，ウェブを介
してどこからでも登録 ･ 閲覧することができるため，
常に最新のデータを関係者間で共有できる。本システ
ムを利用し，前述の PC 鋼材配置検測や出来形検測の
調書データは，自動出力されると同時にダイレクトに
自動格納させることで管理業務の効率化を図ってい
る。今後は，検査自体をタブレット上の電子調書で実
施し，瞬時に格納できるシステムへの改良を予定して
いる。

4．おわりに

以上のように，夏井高架橋工事では，橋梁建設現場
の生産性向上に向けた新しい試みとして，各種 ICT
を導入し，現場での適用性や効果を確認した。十分な
効果が確認できたシステムもまだ課題が残されたシス
テムもあるが，総じて一定の成果は得られたと考えて
いる。また，トータル管理システムに格納された各種
データは，構造物の維持管理に利用することも視野に
入れ，実橋での適用をさらに進め，システム運用を最
適化していく予定である。

今後は，本工事で構築したトータル管理システムと
発注者が発行している工事書類提出システムとの連動

図─ 5　クレーンブーム位置監視画面

図─ 6　プラットフォーム画面

図─ 7　調書管理システム画面
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や CIM への展開，および現場職員の業務負担が大き
い配筋検測や出来形検測の自動化システムの新たな開
発を推進し，「i-Bridge」の実現を目指していきたい。

本稿が将来的な「i-Bridge」発展の一助となれば幸
いである。
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不整地運搬車（クローラキャリア）の 
自動走行技術の開発

小　林　　　勝

災害復旧工事で活用してきたネットワーク対応型無人化施工技術の中で建設機械を操作室から遠隔操作
して，施工する技術を応用し，不整地運搬車（クローラキャリア）の自動走行技術を開発した。この技術
により，不整地運搬車オペレータの負担軽減による工事の安全性向上と複数の建設機械の運転管理を 1 名
のオペレータで行うことによる生産性の向上が期待できる。その技術について本稿で紹介する。
キーワード：i-Construction，遠隔操作，自動走行，不整地運搬車，土運搬

1．はじめに

一般的な土木工事において発生する土砂の運搬は，
土砂の積込場所から土砂搬出場所までの間ほとんど同
じ経路を往復し，移動，積込，移動，搬出といった単
調な作業の繰返しでありながら，運搬経路からの逸脱
や車両の離合箇所での接触といった危険や運搬車オペ
レータの疲労蓄積や集中力の低下による危険がある。

また，昨今の建設分野での人材不足や国土交通省の
i-Construction の推進に対応するために一人当たりの
生産性を向上する必要性が高まっている。

そこで，不整地運搬車のオペレータが運転席から離
れた操作室より走行状況を現場カメラからの映像で確
認しながら土砂積込場所と搬出場所間の経路を遠隔で
運転操作する。その遠隔操作時の速度の加減と走行経
路をコンピュータに記憶させ（これを「教示運転」と
いう），記憶した情報を基に不整地運搬車を制御し自
動走行させる。これにより，単調な繰返しでありなが
ら危険をともなった作業から運搬車オペレータを解放
することを目標として，「不整地運搬車の自動走行技
術」の開発を進めている。　　　

本稿では，複数台の建設機械を使用して自動走行と
遠隔操作を組合せた実証実験について報告する。

2．技術の特徴

災害現場において二次災害の恐れがあり人の立入が
規制された場所で復旧工事を施工するために開発さ
れ，発展してきた「ネットワーク対応型無人化施工技
術」は，施工場所と操作室を光ファイバーケーブルや

無線 LAN によって接続し，操作情報や映像情報，施
工情報を伝達することで遠隔操作対応型建設機械を操
作し施工を行ってきた。また，施工管理を行うため各
建設機械の位置は人工衛星を利用した測位システム

（GNSS）により把握してきた（図─ 1）。
今回，不整地運搬車の自動走行技術ではこの「ネッ

トワーク対応型無人化施工技術」の活用に加えて，不
整地運搬車の位置をより高精度に連続で測位するため
の IMU（慣性計測装置）と走行経路を作成，記憶し，
記憶された経路で不整地運搬車を自動走行させるコン
ピュータとでシステムを構築している（図─ 2）。

3．使用機器

（1）不整地運搬車
自動走行技術の開発には，11 t クローラキャリア（写
真─ 1）を使用した。この車両は，排ガス対策として，
DOC（ディーゼル酸化触媒）と尿素 SCR（選択式還

図─ 1　ネットワーク対応型無人化施工技術概要

特集＞＞＞　i-Construction，CIM，ICT
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元触媒）を採用しており，最新の排ガス規制※ 1 に対
応している。

操作方式には，ジョイスティックレバーを採用し，
走行，ダンプ，エンジン始動／停止，ホーンの操作が
左手一本で行える（図─ 3）。

車両の状況確認には，視認性の良い液晶モニターを
使用し，運転操作環境の確認が容易に行える（図─4）。

今回，遠隔操作と自動走行を行うために搭乗して操
作する搭乗モードと操作室から遠隔で操作する遠隔
モードの切替スイッチを運転席に設置した（図─ 5）。

また，遠隔操作・自動走行時に車両や通信の状態を
外部から簡単に視認出来るように運転席の屋根に回転
灯を設置した（図─ 6）。

※ 1　 対応している排ガス規制…日本：特定特殊自動車排ガス規制 2014 年
規制，EC：Stage Ⅳ，US：EPA　Tier4　Final

図─ 2　無人化施工システムと自動走行システムの構成図

図─ 3　ジョイスティックレバー

図─ 4　液晶モニター

図─ 5　モード切替スイッチ

写真─ 1　自動走行対応型不整地運搬車
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（2）位置測位システム
無人化施工において建設機械の位置を測位するに

は，人工衛星からの電波を利用して測位する GNSS（全
地球航法衛星システム）で，位置の分かっている基準
局と車両とを同時に測位し，基準局での既知位置情報
と観測された情報との差を補正情報として車両に送り
車両側で解析して車両の位置を決定する方法（RTK
測量）が使われるが，次の欠点がある。

・測位するための衛星が 4 つ以上必要
・データの更新が遅い
・姿勢，方位が検出できない
車両の姿勢，方位，位置をジャイロや加速度計といっ

た慣性センサを用いて求める慣性計測装置（IMU）
があるが，IMU のみでは，加速度・角速度を用いた
積分による計測であるために得られた情報の誤差が時
間と共に増大する。そこで，GNSS と IMU の両方の
長所を活用し，各々の短所を補った GNSS/IMU（複
合慣性計測装置）を用いてより高精度に車両の位置を
計測し経路として記憶することで自動走行が行えるこ
ととした（写真─ 2）。

（3）車載コンピュータ（車載制御盤）
車載コンピュータ（図─ 7）は，教示運転時におい

て GNSS/IMU からの位置情報と遠隔操作盤からの速
度情報により経路情報を作成する。作成された経路情
報は，教示運転終了と同時に遠隔操作盤に伝送されて
遠隔操作盤内で保存される。

次に，自動走行に移ると，遠隔操作盤から伝送され
た経路情報と前進か後進の正逆走情報をもとに不整地
運搬車を制御し，自動走行を行う。また，安全措置と
して自動走行中でも常に遠隔操作盤との通信は確立さ
れており，遠隔操作盤からの停止指示，緊急停止等の
信号が常に優先され自動走行を停止できる。また，通
信が途絶えた場合も同様に自動走行を停止させる。

（4）遠隔・自動走行操作盤
操作室で不整地運搬車の遠隔操作，教示運転，自動

走行を行う遠隔操作盤は，遠隔操作部分と教示運転／
自動走行を指示する部分と教示運転経路を保存する部
分から成り立っている。盤内にはコンピュータが組み
込まれており，車載コンピュータで作成された教示経
路を最大 3 つまで保存できる。パネル面には操作ス
イッチのほかに不整地運搬車に取付けられている液晶
パネルと同じ物が組み込まれており，運転席と同様に
車両環境が把握できる。また，各表示ランプで動作状
態，通信状態，異常等を視認できる。

4．遠隔操縦・自動走行システム

不整地運搬車内部の制御は，CAN-bus で行ってお
り，ジョイスティックを動かして発生する操作信号は
CAN-bus を通じてエンジンや油圧ポンプに伝達され
その信号に従って制御される。今回の遠隔操縦・自動
走行システムでは，遠隔・自動走行操作盤内と車載の
コンピュータで CAN-LAN の変換を行っている。

図─ 6　状態表示用回転灯

写真─ 2　GNSS/IMU 装置

図─ 7　車載コンピュータ
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操作室からの操作信号は，操作盤内コンピュータか
ら車載コンピュータを通じて車両に伝達され，車両の
環境は車載コンピュータから操作盤内コンピュータを
通じて操作盤に表示される。

また，車両の位置情報は，GNSS/IMU 装置で算定
され，シリアル－LAN 変換して車載コンピュータへ
と伝達される（図─ 8）。

5．実証実験

本技術の実運用に向けて，自動走行技術の精度と運
用方法の確認を行うため，阿蘇大橋地区斜面防災対策
工事の現場にて 2 回の実証実験を行った。

（1）第 1回目の実証実験
第 1 回目の実証実験では，教示経路に対する自動走

行経路の精度に関する実験を行った。
実験内容は，現場に用意した試験経路を使用し，発

進位置を横に逸脱させながら 7 回（7 回目は 1 m 横に

逸脱）自動走行を行い，各回で教示経路に対する自動
走行経路の蛇行量を測定した。　

教示経路に対する 7 回の自動走行の平均蛇行量は，
最大値で 706 mm，平均値で 327 mm，（図─ 9）となっ
たが，実験経路の状況（約 13°の勾配，地盤が黒木を
含む軟弱な崩落土，不陸，線形）が影響を与えている
と考え，実験経路の状況等の外的条件を排除した同一
条件での比較を行うために 1 回目の自動走行経路を基
準として，再度蛇行量を算定した。算定結果から 6 回
の自動走行の平均蛇行量は，発進から中間までは，最
大値で 257 mm，平均値で 71 mm となり，中間から
終点までは，最大値で 94 mm，平均値で 35 mm（図
─ 10）となった。

蛇行の特質としては，自動走行の教示運転に対する
蛇行が，ほとんど同じ傾向で発生していることと発進
位置を逸脱した影響は，経路を進行するに従い収束し
ていることである。以上の実験結果より教示経路にお
ける平均蛇行量が 35 mm という自動走行時の経路走
行に関する制御としては満足のいくものとなった。

図─ 8　遠隔操縦・自動走行システム
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（2）第 2回目の実証実験
第 2 回目の実証実験では，自動走行技術の運用方法

に関する実験を行った。
実験方法は，自動走行式の不整地運搬車 2 台と遠隔

操作式のバックホウ 1 台をオペレータ 1 名で操作し，
不整地運搬車の土砂積込場所までの移動→土砂積込→
土砂搬出場所までの移動→土砂搬出の一連の作業を行
い検証した（図─ 11，12）。

不整地運搬車が自動走行で移動している時間をもう
1 台の不整地運搬車への土砂積込や土砂搬出作業に利
用することで複数台の建設機械をオペレータ 1 名で操
作し，作業が出来ることを確認できた（写真─ 3）。

図─ 9　教示経路に対する走行経路の蛇行量

図─ 10　1 回目自動走行経路に対する各回の蛇行量

図─ 11　運用方法に関する実験
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6．今後の展開

今回の実証実験の結果，自動走行経路の精度に関し
て，外的要因が影響する場合と外的要因を排除した場
合とでは，蛇行量の最大値で，1/7，平均値で 1/10 と
なっている。これは，実験経路の状況の影響や車載コ
ンピュータの信号に対する車体への制御・対応の影響
が考えられる。今後の対策としてパラメータの調整・
改良により，教示運転に対する走行経路の精度が高め
られると考えられる。

7．おわりに

オペレータ 1 人による複数台の重機の操作では，各
操作盤間の移動が生じるため，操作がやや煩雑に感じ
られた。今後は，操作盤のコンパクト化を進めオペレー
タの移動の負担を減らす予定である。

安全面では，実施工に向けて更なる検討が必要と考
える。

今後は，本格的な実運用に向けて当社筑波研究所内
に新設した実験フィールドにおいて制御の向上と安全
性の確立を進めていく所存である。

 図─ 12　実験の手順

写真─ 3　運用実験状況

［筆者紹介］
小林　勝（こばやし　まさる）
㈱熊谷組
土木事業本部　機材部
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建設機械の遠隔施工における 5G の導入
無人化施工における新しい挑戦

古　屋　　　弘

PC とソフトウエアの高度化，GNSS の利用，そして通信技術の進歩は建設分野において大きな変革を
もたらした技術であるが，近年の ICT の活用が広まる中で，特に施工において通信は重要な位置付けと
なりつつある。今回，筆者は建設施工分野での新しい通信技術の試行として，重機の遠隔操縦に新しい次
世代通信 5G を取り入れた施工効率の検証実験を実施した。実験では 5G の大容量データの通信を可能と
することを生かし，高解像度の映像を用いた遠隔操縦を行った結果，従来の無線 LAN を用いた遠隔操縦
に対して 35％の効率改善が実験で認められた。本報文ではこの実験概要と成果の他，実験において明ら
かになった課題に関して紹介する。
キーワード：無人化施工，遠隔操縦，通信，無線 LAN，5G

1．はじめに

建設分野では，近年様々な新しい技術が取り入れら
れ，施工の合理化や効率化，さらには安全性の向上に
貢献している。この中で建設機械のロボット化は，遠
隔操縦技術の開発と実用化に始まり，近年では重機の
自立運転への試みも開発が進みつつある 1）。これらの
技術は，雲仙普賢岳のような災害復旧現場のほか，急
傾斜地における工事など，危険や苦渋を伴う作業にお
ける作業環境の改善と作業の安全性を向上させる新し
い技術として，主に遠隔操縦による施工技術であり，
建設ロボットの代名詞になっているとも言える。この
背景には，国土交通省でも 2003 年より総合技術開発
プロジェクトとして，ICT やロボット技術を活用し，
3 次元空間データを用いた施工技術や遠隔操作ロボッ
ト等による施工技術の研究開発を支援してきたことが
大きい 2）。これらはさらに 2016 年からスタートした
i-Construction3）にも引き継がれ，さらなる建設プロ
ジェクトの合理化と変革が進みつつある。

このような技術開発の背景には，コンピュータ，測
位技術の進化と通信技術の高度化が大きく寄与してい
る。コンピュータの進化はその性能に合わせたソフト
ウエアとともに，3 次元データを容易に扱えるように
なり，測位においては今では当たり前のように利用し
ている GNSS が，測量だけでなくマシンコントロー
ル／ガイダンスシステムに不可欠のものとなってい
る。

今回のテーマである通信に関しては，無線 LAN の
高度化とともに，商用通信ネットワークの充実と通信
費用の低下が，建設現場での仕事のやり方を一変させ
たと言ってもいい（携帯電話の普及が最も特徴的な例
である）。

通信技術は，今後建設の特に施工において生産性向
上や合理化に向けての中核技術の一つである。今回，
筆者は重機の遠隔操縦に新しい次世代通信 5G を取り
入れた実験を行った。本稿ではその目的と狙い，およ
び実験結果を紹介する。 

2．建設に関わる近年の状況

無人化施工技術は，ロボット技術の一つとして発展
し今日さまざまな現場で活躍するに至っている。この
技術の発展には災害対策に対する，安全且つ確実な施
工を実施するニーズがあった。特に近年は地震，豪雨，
噴火災害など大規模災害が各地で発生し，それに対す
る対策に無人化施工が適用されている。無人化施工の
技術の発展を図─ 1 に示す。

我が国の土木工事に無人化施工技術の基本原理であ
る遠隔操作型の建設機械が導入されたのは，1969 年
の富山大橋の復旧工事であった。この時の遠隔操作は
目視操作で行われたようであるが，水中作業を安全に
行った技術は，その後の無人化施工技術の基礎になっ
たと言える。その後，この技術が大きな進歩を遂げた
のは，前述の 1993 年の雲仙普賢岳噴火後の復旧工事

特集＞＞＞　i-Construction，CIM，ICT
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への適用を目的とした「雲仙普賢岳試験フィールド事
業」であった。この時に現在の機械技術，通信技術，
情報処理技術が融合したシステムとしての無人化施工
技術が確立したと言える 4），5）。

その後も我が国は不幸なことに，表─ 1 に示すよ
うな数多くの自然災害にさらされ（1993 年から 2016
年まで記載），多くの被害を受けている。これらの災
害復旧や社会インフラの再構築にも無人化施工技術は
大いに活躍している。

このように，無人化施工は危険区域での緊急的な施
工手段として必要不可欠であるが，無人化施工のシス
テム導入時のイニシャルコストや，運用における経済
性および施工性（施工効率等）が劣るなどの問題があ

り，さらに，通常の機械施工とは異なる運用であるた
めに，オペレータをはじめとする運用教育も必要とな
る点が技術適用にあたっての課題である。

ところで，図─ 2 は 1989 年からの国土交通省「建
設労働需給調査結果」に 2011 年の月次状況，および
関連する社会情勢の一部を追記したものである 6）。建
設業の活況は，公共投資に大きく影響を受ける点で他
産業との相違点であるが，図─ 2 において，バブル
崩壊後はいざなみ景気の期間を除き，建設業労働者の
需給は安定からやや過剰状態であったが，2011 年 3
月の東日本大震災以降，労働者の不足傾向が顕著にな
りつつあることが解る。このような情勢のなか，建設
業の就労者の高齢化と若年労働者の不足傾向は，他産
業に比較して悪化しており，震災復興に関わる建設需
要のほか，今後対応を迫られる国内の社会インフラの
老朽化に伴う補修やリニューアルに対しての需要に応
えられなくなる懸念もある。さらに，若年層の建設産
業就労者の低下は 6），次世代への技術継承のみなら
ず，ICT などの導入に向けてのリテラシーの向上と
いった観点からも憂慮すべき事態である。

このような建設業を取り巻く環境の中で，無人化施
工へのニーズは増えつつあるにもかかわらず，無人化
施工に対応できるオペレータは少ない。新しいオペ
レータ育成は必要であるにもかかわらず，技能習得の
チャンスが少ないといった状況である。また，無人化
施工を必要とする災害復旧工事では，近年では特に難
易度の高い作業が要求されることが多く，上記のよう
な建設業の若年就労者不足に伴い，無人化施工を必要
としている時に，対応できるオペレータを確保出来な
いことも考えられる。

図─ 1　無人化施工技術の変遷

1993年

•雲仙普賢岳試験フィールド事業

•土石流発生後の除石工事

•RCC砂防ダムの築造

2000年
•有珠山噴火災害復旧工事

•障害物のある場所での複雑な地形での遠隔施工（1km）

2001年
•三宅島噴火災害復旧工事

•コンクリートブロック積上げによる床面工（公共事業への無人化施工の本格導入）

2002年
•無人化クレーンでの砂防堰堤築造

•砂防堰堤の築造（50tクレーン）および原位置攪伴工法の無人化の実用化（北陸地整）

2006年
•ICTの導入推進

•GPSによる無人測量，ブルドーザ排土板制御

2010年

•有珠山噴火災害復旧工事分解空輸型油圧ショベルの開発

•災害派遣に対応した，ヘリコプター空輸を考慮した無人化油圧ショベルの開発と適用
（東北地整）

2011年
•ネットワーク型無人化施工の実証

•超遠隔(30km)の遠隔操縦の実証実験成功（九州地整）

表─ 1　近年の災害 

年 大規模災害

1993 北海道南西沖地震（7 月）　平成 5 年 8 月豪雨（鹿児島県）（8 月）

1994 北海道東方沖地震（10 月）　三陸はるか沖地震（12 月）

1995 兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）（1月）

1997 鹿児島県出水市針原川土石流災害

1998 高知豪雨（9 月）

1999 6.29 豪雨災害（福岡・中国地方）（6 月）

2000 有珠山噴火（3 月～）　三宅島噴火：全島避難（7 月～）　東海豪雨（9 月）
鳥取県西部地震（10 月）

2003 宮城県北部地震（7 月）　十勝沖地震（9 月）

2004 新潟・福島豪雨／福井豪雨（7 月）　新潟県中越地震（10 月）

2006 平成 18 年豪雪（日本海側）　平成18 年 7 月豪雨（九州・中部）（7 月）

2007 能登半島地震（3 月）　新潟県中越沖地震（7 月）　福岡県西方沖地震（9 月）

2008 岩手・宮城内陸地震（6 月）　平成 20 年 8 月末豪雨（紀伊半島から関東）（8 月）

2009 平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨（7 月）

2010 西日本豪雨災害

2011 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）（3 月）　紀伊半島豪雨災害（9 月）

2012 平成 24 年梅雨前線豪雨（九州から近畿）（7 月）　三陸沖地震（12 月）
平成 24 年豪雪（11月～平成 25 年 3 月）

2013 平成 25 年台風 26 号（大島土石流）（10 月）

2014 伊豆大島近海地震（5 月）　平成 26 年 8 月豪雨による広島市の土砂災害（8 月）
御嶽山噴火（9 月）

2015 箱根山で火山活動が活発化（5 月）　鬼怒川の氾濫（9 月）

2016 平成 28 年（2016 年）熊本地震（4 月）

図─ 2　建設業における熟練工の不足率
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3．5G通信に関して

携帯電話が登場したのは 1980 年代であり，当時は
機器本体の保証料が必要で通信費も高額であることか
ら，建設分野ではなかなか利用が進まなかった。しか
しその後データ通信が加わり，携帯電話でメールやイ
ンターネットの利用ができるようになり，さらに通信
費の低下に伴い爆発的に利用が進んできた。表─ 2 に
通信技術の進化を示しているが，現在日本で主流なの
は第四世代である，いわゆる「4G」である。この通
信技術をさらに進化させようとする試みが 2017 年か
ら本格化し，新しい通信技術である「5G」としての
仕様策定，および利用実験を総務省が開始した。5G
は，①高速，②大容量，③低遅延，④高品位，⑤多接
続，を特徴としたもので，例えば高速通信に関しては，
通信速度は 10 Gbps 以上になる予定であるという。

この通信技術は，上記の特長を生かし社会全般への
大きな変革をもたらすことが期待されているが，この
実用化実験が 2017 年度から開始され，2018 年 1 月現
在，様々な分野への適用実験が行われている 7）。

4．5Gを用いた重機の遠隔操作実験

㈱大林組も 2017 年 5 月から開始された，総務省が
主催する「5G 総合実証試験」に，KDDI ㈱を実施主
体とした「建機の遠隔操作など，移動体とのリアルタ
イム情報伝達に関する実証」を目的として，日本電機

（NEC）㈱とともに参加することとなった。実験は予
備実験等を 2017 年 10 月から開始し，重機の遠隔操縦
の遠隔地画像通信に 5G を適用し，その優位性などを
検証した。

筆者はこれまでも通信の発達の恩恵を特に現場で感
じているが，商用通信を主に音声と軽微なデータ通信
を利用してきた。遠隔操縦にもこの通信を用いること
も検討してきたが，通信速度と帯域（容量）の問題で
利用は叶わなかった。特に遠隔操縦に適用しなかった

のは，通信の方向性に課題があり，遠隔操縦で必要な
映像情報は，遠隔重機からの uplink 方向の通信である
ためである。現在の 4G ではユーザー側への downlink
側の速度は高速であるが，uplink 方向はその速度が
遅い。この状況により商用無線通信を遠隔操縦に使う
ことが困難であった。このため，遠隔操縦における通
信の所謂 Last one mile は自前で無線 LAN システム
を構築していた。既存インフラ（VPNなどの有線通信）
と自前の無線 LAN を組み合わせた長距離遠隔操縦も
実用化されているが，5G を利用した場合，直接遠隔
操縦装置にアクセス可能となるため，自前の無線
LAN が不要となり，図─ 3 に示すように遠隔操縦の
新しい方法が開拓される可能性がある。

今回の実験では，現在行われている 2.4 GHz 帯の無
線 LAN を用いた遠隔操縦（従来技術とよぶ）と，5G
を用いた遠隔操縦による操作性の比較を実施した。実
験の概要は図─ 4 に示すが，5G の高速，大容量，低
遅延性を生かし，遠隔操縦にとって最も重要な映像情
報を 4K ステレオで送信し，高精細な画像を用いての
遠隔操縦オペレータに与える影響，すなわち操作性の
比較を検証する予定である。なお，遠隔操縦機械は，
当社が開発したサロゲート 8）を用いた（図─ 5 参照）。 

5．実験の新規性

今回の実験では，遠隔操縦の映像通信に 5G を用い
ることにより，映像の高精細化とともに，以前筆者ら
が実施した 3D 映像を遠隔操縦に適用することを再度
試みることとしている 9）（写真─ 1，2）。今回の実験
では，5G の特性を生かし，4K ステレオ画像を利用す
ることを大きな特徴としている。この映像データを高
速の CODEC により圧縮展開し，4K 裸眼ステレオモ
ニタを用いて操縦を行うこととした。その他の俯瞰カ
メラ等にも 2K カメラを配置し，これまでの遠隔操縦
よりも多くの情報を遠隔操縦オペレータに与え，従来

表─ 2　通信技術の変遷

Generation 1G 2G 3G 4G 5G

年代 1970 ～ 80 1990 2000 2010 2020

通信速度 2.4kbps 28.8kbps 14 Mbps 100 Mbps 10 Gbps 以上

機能／技術

アナログ通信 ・ デジタル通
信開始

・ データ通信
開始（メー
ルなど）

・ ポケベル，
PHS

・ スマート
フォン

・ 通信料金の
低価格化

・ CDMA

・ 201年より4G
（3.9G）の運用
開始

・ LTE ／
WiMAX

・ PREMIUM 
4G（DoCoMo）

・ 2017年に仕
様策定

・ 2020年運用
開始予定 図─ 3　5G を用いた重機遠隔制御のイメージ
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技術との作業効率の比較を行う予定である。これらの
技術はこれまでも適用検討は行われてきたが，主に通
信速度，帯域の問題で無線通信では実現が不可能で
あった。今回，5G を用いることにより初めて実現可
能となり，その効果に期待した。

6．実験結果

実験は従来から行われている Wi-Fi による通信を利
用した遠隔操縦と，5G を用いた技術と比較を重機に

図─ 4　5G を用いた重機遠隔制御のイメージ

図─ 5　サロゲート

写真─ 1　実験状況

写真─ 2　遠隔操縦室
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よるブロック積みの必要時間の対比で行った。実験は
2018 年 2 月 1 日～ 2 月 16 日に行い，搭乗操縦 11 回，
目視遠隔操縦 7 回，Wi-Fi および 5G による操縦を各
26 回実施した。試験によるブロック積みに要した時
間を整理したものを図─ 6 に示す。試験の経過とブ
ロック積みに要した時間を考察すると，試験の日程が
進むにつれ，すなわち試験回数が増え経験が増えるに
つれてブロック積みに要する時間が短くなっているこ
とが解る。これはオペレータの慣れによるものである
が，ばらつきはあるものの一定時間に収束している様
子がうかがえる。それぞれの結果を外挿し，熟練時の
想定時間を累乗近似にて推定すると，ブロック 2 段積
みに要する時間は，従来方法では 276 秒，5G 利用で
177 秒となった。5G 活用の優位性は時間の差異で明
確に表れているが，この原因は遠隔操縦オペレータに
与える情報量，すなわち映像の詳細度および立体視感
によるものと考えられる。

7．おわりに

重機の遠隔操縦実験は，2018 年 2 月に終了した。
実験を行うにあたり，当初は従来技術の無線 LAN の
部分を 5G 高速通信に置き換えるだけであろうと簡単
に考えていたが，この通信をフルに生かし，高精細な

映像を通信するために，多くの新しい技術を組み合わ
せ最適化する必要があった。特に 4K をステレオで通
信するためには多くの機器が必要であり，さらに一部
通信システムの開発も当社は行っている。

5G の特徴の中に低遅延があり，この部分は遠隔操
縦にとって大きな魅力である。遠隔操縦オペレータに
とって遅延はストレスの原因となり，作業効率の低下
の要因となるからである。今回の 5G ではこの部分を
大いに活用しようと試みているが，高精細な映像を利
用することや 4K の CODEC 機器，ステレオ再生部で
の遅延が避けられないことも解ってきた。これらの課
題はあるが，高速性，大容量，高帯域を生かした重機
の遠隔操縦は間違いなく遠隔操縦の新しい方向性を示
してくれるものと確信する。
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建機遠隔操作の高度化と建機自律制御の開発

青　木　浩　章・加　藤　　　崇・片　山　三　郎

災害復旧等で現場から離れた場所から建機を遠隔操作するには，車載映像や現場俯瞰映像を見ながら運
転する必要がある。よって，運転手は映像情報だけを参考にして運転するため高度な運転技術を要し，実
施できる運転手が年々減少しているため工法の適用が困難になろうとしている。こういった背景から，建
機の遠隔操作支援を目的に開発した「ヘッドマウントディスプレイ（以下，HMD）を用いた臨場型映像
システム」と，振動ローラに外付けロボット機構を装着して自動的に転圧走行作業を行う「自律制御型振
動ローラ」について使用事例等を紹介する。
キーワード：遠隔操作，操作支援，HMD，自律制御，振動ローラ

1．はじめに

建設機械を遠隔操作して災害復旧や酷所作業に適用
することは，作業従事者の安全確保のために必要との
認識が広まっており年々適用件数が増加している。こ
ういった遠隔操作は，施工箇所から 50 m 以上の直視
が難しい遠い場所から実施する事が多いため，運転手
は車載した運転手目線のカメラ映像や，現場を俯瞰で
きる場所に設置した複数のカメラ映像を見ながら運転
している。この方法は，雲仙普賢岳で培われた現在の
ところ最も実用的な方式であるが，複数のカメラ映像
を見ながら運転することは技術的に高度で，常時重機
運転に従事している運転手でも即座に対応できない場
合もある。また，近年では建設業の人手不足が進行し
ており，近い将来には高度な運転技術を持っている運
転手の確保が困難となり，遠隔操作が適用できないと
いう事態が想定できる。もっと言えば，運転手の確保
自体が困難で，建機は有っても人が居ない事態も有り
得ると考えている。よって，遠隔操作を支援する技術
や，無人でも運転が可能な自動運転技術は重要である
と考えている。

本稿では，筆者らが近年の ICT 技術を活用して開
発した「即戦力型」と，「未来型」の二つの遠隔操作
を支援する開発事例を紹介する。一つは，現行の遠隔
操作の要である車載映像を高度化するシステムで，現
行のシステムの一部を高度化するため，置換すれば即
戦力型のシステムとして活用できる。もう一つが，高
度な運転技術を持たなくても建機を自律制御して，熟

練者のような運転を自動で行うシステムの開発であ
る。これは，建機そのものを高度化するため，現行シ
ステムを即座にこれに置換することは経済性や安全面
等で課題があるが，未来に向けて必要な技術として現
場で試用を開始している。

2． HMDを用いた臨場型遠隔映像システムの
開発

（1）遠隔制御における映像情報システムの課題
二次災害のリスクが高い環境では，建設重機に搭乗

して作業できないため，写真─ 1 に示すように油圧
ショベル等を遠隔操作用リモコンで操縦することが多
い。重機を目視できる場合は直接現地の周囲状況を確
認して作業できるが，目視できない場合は，現場が俯
瞰できる場所に設置したカメラの映像と，作業機械上
に搭載した（以下，車載）カメラの映像を見ながら運
転する。災害直後では，現場を俯瞰する位置にカメラ
を設置すること自体が困難なケースが多いため，車載
映像のみを参照して作業することも考えられる。

写真─ 1　油圧ショベルと遠隔操作用リモコン

特集＞＞＞　i-Construction，CIM，ICT
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遠隔操作において車載映像は，振動等の影響を考慮
して機械構造を持たない広角カメラをキャビン上に 2
台設置して，作業用の正面向け映像と移動用の足元向
け映像を切替えながら使用することが多い。しかし，
広角カメラを使っても写真─ 2 に示す様に撮像範囲は
限られており臨場感が無い。また，搭乗時には頭を傾
ければ視認出来る範囲が視認できないので，写真─ 2

でバケットがダンプに届いているかどうかを確認する
には，一旦作業の手を緩めて車載映像から俯瞰映像に
視線を移さざるを得ない。オペレーターの熟練度にも
よるが，こういった確認動作の一つ一つが遠隔操作の
作業効率を低下することになっているのが実状である。

（2）HMDを使った車載映像の高度化
現行の遠隔施工システムでは，操縦室に複数のモニ

ターが写真─ 3 のように配置される。オペレーター
は，このモニターの中から必要な情報を得るために複
数のモニターに視線を向けなくてはならない。また，
カメラのアングルやズーム等を変更するために，オペ
レーターの指示に従ってカメラワークを専属で行う作
業員が別途必要で，効率的な作業を行うためには，カ
メラワークを行う作業員にも相応に工事内容を理解さ
せる必要がある。こういった問題を解決するため，近
年ではコンピューターゲームや AV 機器等で一般に
普及しつつある HMD を使って車載映像を高度化する
ことを図─ 1 のように考案した。

本仕様では，重機の操縦席に写真─ 4 に示すよう

に，機械構造を持たない台座に魚眼カメラを 2 個（左
目用，右目用）搭載し，各カメラで取得した魚眼映像
を無線により操縦室（オペレーター）に送る。その伝
送された魚眼映像を PC で取り込み，球面映像から平
面映像に変換する。 HMD に投影する映像は，写真─
5 に示す HMD を装着した操縦者の頭の動きに同期し
ているため，HMD を装着した重機オペレーターが見
たい方向に頭を動かすと，その方向のリアル映像を確
認でき，あたかも重機に搭乗しているかのように作業
を行うことができる。これにより専属のカメラワーク
作業員なしで，現行の車載映像では撮像できなかった
部分の映像情報をオペレーターに提供でき，遠隔操作
を支援することができると考えた。

写真─ 2　遠隔操作時の映像例（左：車載映像　右：俯瞰映像）

写真─ 3　遠隔操作室

図─ 1　システムブロック図

写真─ 4　ステレオ魚眼カメラ

写真─ 5　HMD を用いた臨場型遠隔映像システム（プロトタイプ）
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（3）実験的検討
構築したプロトタイプを重機（20 t 級油圧ショベル）

に搭載して 2 つの作業を想定し，①搭乗，②遠隔目視，
③俯瞰型，④ HMD 型の 4 つの操作方法で，テスト
フィールドにて実証した。

1 つ目の実証作業は「移動」で，駐機場等の安全な
エリアから遠隔操作が要求される作業エリアまでの移
動を想定した。移動テストコースは 70 m で，上記①
～④の条件にて経験年数の異なる 4 人のオペレーター
の各 5 回の移動時間を計測した。その平均値を図─ 2

に，移動状況を写真─ 6 に，HMD を用いて操縦して
いる状況を写真─ 7 にそれぞれ示す。結果的には，
通常作業である「搭乗」が最速であり，次に「遠隔目
視」であった。リモコン制御による操縦はオペ D を
除いて慣れていないが，著しい作業効率の低下は確認
されなかった。一方「俯瞰型」は 3 台の俯瞰映像を用
い，映像のアングルを変更しながら操縦を行ったため
作業効率の低下が確認された。「搭乗」と比較すると
作業効率が低下し 1/3 程度となる結果が得られた。

「HMD 型」は，「搭乗」「遠隔目視」には及ばないも
のの，従来の「俯瞰型」と比較すると大幅に作業効率
が向上する結果を得た。

2 つ目の実証作業は「掘削」で，掘削重量を検証し
た結果を図─ 3 に示す。掘削重量は，重機に搭載さ
れている荷重計から求めて 5 回の平均値とした。オペ

A は，全体的に重量が少ない傾向となったが，同一
人物におけるそれは，「俯瞰型」が最も少ない結果と
なり，他の条件ではほぼ同一となる結果が得られた。
なお，「俯瞰型」はバケットから地面までの距離感が
掴み難いことから，掘削するまでの時間が他の条件と
は大きく異なる結果が得られた。よって，HMDを使っ
た臨場型は俯瞰型に比べて搭乗作業に近い作業ができ
ることが示されたと考えている（写真─ 8）。

3．自律制御型振動ローラの開発

（1）概要
ダムや土工事で行われる転圧作業を自動的に実施す

るため，建設機械である振動ローラの自律制御化の開図─ 2　移動時間の結果

写真─ 6　移動測定の状況

写真─ 7　HMD 型の操縦状況

図─ 3　掘削量の結果

写真─ 8　掘削測定の状況
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発をして施工現場に投入している。開発当初は，遠隔
操作やダム工事をターゲットに開発してきたが，適用
範囲を広げるため一般土工事へ導入するため技術を改
良してきた。本章では開発した技術の概要と一般土工
事での導入例を述べる。自律制御型振動ローラは，図
─ 4 に示す様に既存の振動ローラに，各種センサと
自律制御アルゴリズムをインストールした制御 PC を
搭載することで転圧作業の自動化をおこなった。セン
サから得られる機械状態や周辺状況を制御 PC で計算
し，ハンドルや走行を制御するようになっている。ま
た，操作としてオペレータは転圧する範囲の施工条件

（四隅の座標値，重複幅，転圧回数等）を入力してスター
トボタンを押す（図─ 5 参照）。これにより自律制御
による施工が開始する。

（2）一般土工事への適用
（a）工事概要
工事件名： エコパークいずもざき   

第 3 期最終処分場建設工事（図─ 6 参照）
工事場所：新潟県三島郡出雲崎町稲川字池ノ尻地内
工　　期：2016.4.26 ～ 2018.8.31
発注者名：（公財）新潟県環境保全事業団
工事内容：敷地面積 5.3 ha，容量約 93.7 万 m3

（b）一般土工事と自律制御
現状の振動ローラの自律制御技術は，写真─ 9 の

様にシステムに転圧範囲等の施工情報を事前に入力す
る必要がある。これは事前に決めた座標値を基準にし

て制御させるためで，図─ 7 に示すダム工事のコン
クリート打設スケジュールのように予め範囲や転圧回
数などが厳格に決められる工種において適用しやす
い。しかし一般盛土工事のように当日の気候・地盤状
況や材料性状等の様々な施工条件の中，盛土材受入斜
路や導水勾配等を考慮し，他の重機と輻輳しながら，
最適な施工範囲を現場で判断して施工が進められる自
由度の高い工種においては適用し難い。この理由は，
制御のための座標データがその場で変更されるため即
座に再設定することが難しいからである。
（c）一般土工適用に向け改良した点
従来は設計データや現場測量の座標値を数字でシス

テムに入力することで自動施工を開始する仕組みで
あったため，転圧範囲を変更する場合は再び，変更後
の座標値をシステムに入力する必要があった。しかし
ながら座標値では現場のどこに該当するのか直感でわ

図─ 4　自律制御型振動ローラ搭載センサ

図─ 5　自動施工イメージ

図─ 6　現場概要

写真─ 9　施工範囲を設定する様子

図─ 7　ダム工事における振動ローラ
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かり難いため，その場で転圧範囲変更をおこなう場合，
変更箇所の座標値入力に戸惑う場合がある。この点を
改良するため視覚的な操作にて転圧範囲が変更できる
ように改良した。基本操作は，図─ 8 に示す様に図化
された表示モニタ上の平面図をタッチ操作（マウス操
作）で行なう。修正したい転圧範囲をタッチ操作で指
定し，変更したい位置までドラッグすることで範囲が
修正できる。またモニタ図上に構造物などのランドマー
クとなる設計データを入力しておけば，障害物や法肩
の位置と転圧範囲の位置関係も視覚的に把握可能とな
り，走行不可箇所に対しての誤入力を防止できる。
（d）自律制御による施工結果
転圧対象の土砂は，付近の切土の残土を転用する形

で運搬されたもの，あるいは外部搬入されたものであ
り状態は様々であった。土質や環境あるいは土砂の硬
軟によって，転圧後の轍（車輪跡）が 5 cm 以上と未
満で，図─ 9，10 のように走行精度がやや変化した。
特に，轍が 5 cm 以上の地盤では，地盤が不安定で転
圧振動時に変形・沈下等が発生し，重機が一時的に極
端に傾くことがあった。しかし，最大誤差は両者とも
同程度になっていることから，土砂の硬軟は自動走行
に大きな影響を与えないものと推測する。

4．おわりに

「HMD を用いた臨場型映像システム」は，建機を
遠隔操作する上で現行の車載映像に無い「臨場感」を
付加することができ，視線を移すことなく作業が可能
で距離感も把握できるため，作業効率を大幅に向上で
きると考えている。今後は無人化施工だけでなく，
ニューマチックケーソン工事の掘削作業ショベルのよ
うな一般的な工事現場においても実用し，画質の向上
や遅延時間の短縮等を検討する予定である。一方，「自
律制御型振動ローラ」は操作性を改善したことで，一
般土工事に求められる柔軟な施工にも相応の精度にて
対応することができたと考えているが，使いやすさと
機能性向上については継続して実証する予定である。

謝　辞
紹介した二つの技術開発と実証にあたり，多岐にわ

たりご指導とご協力を頂きました関係各位に厚く御礼
を申し上げます。

 

図─ 8　転圧範囲の変更（左：現場，右：操作画面）

図─ 9　轍 5 cm 以上の走行精度

図─ 10　轍 5 cm 未満の走行精度
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シールドトンネルの CIM モデルの開発
シールド 3D 線形シミュレーションおよび CIM モデル作成システム

河　越　　　勝

近年，土木工事において CIM の導入が進んでいるが，シールドトンネルにおける CIM のスタイルは確
立されていない状況にある。今回，シールドトンネルの 3D モデルを用いて施工時の線形シミュレーショ
ンを行い，その後 3D モデルに属性を付与することで CIM モデルを作成する一連のシステムを開発した。

本稿では，3D モデルの作成方法，3D モデルを用いた線形シミュレーション方法，3D モデルに属性を
付与した CIM モデルの作成方法，および一連のシステムの開発について述べる。
キーワード：  シールドトンネル，CIM，線形シミュレーション，3 次元 CAD

1．はじめに

CIM は，計画，調査，設計段階から 3 次元モデルを
導入することにより，その後の施工，維持管理の各段
階においても 3 次元モデルを連携・発展させて事業全
体にわたる関係者間の情報共有を容易にし，一連の建
設生産システムの効率化・高度化を図るものである1）。

今回，シールドトンネルの施工管理と維持管理を対
象に CIM モデルの開発を行った。施工管理について
はシールドの 3D モデルを用いた「3D 線形シミュレー
ションモデル」，維持管理についてはシールド 3D モ
デルに属性を付与する「CIM モデル」の作成をシス
テム化した。

2．シールドトンネルの 3Dモデル

シールドトンネルの 3D モデル化においては，その
運用時期により「① 3D 線形シミュレーションモデル」
と「② CIM モデル」の二種類を使い分ける必要性が
あると考えた（図─ 1）。
「3D 線形シミュレーションモデル」は，施工前およ

び施工中に運用するものであり，仮想空間にトンネル
を構築し施工検討を行う。セグメントをリング継手面
で接合拘束して，セグメント組立方向やシールド機の
方向などを可変パラメータとして変化させ施工時のシ
ミュレーションを行う。3 次元のメリットは，水平方
向と鉛直方向両方の検討が一度に出来る事，および斜
め方向の測定やローリングの影響確認が容易なことな
どである。

「CIM モデル」は，施工後に運用するものであり，
実際に組み立てた位置にセグメントを配置して，リン
グ単位で掘進データなどの属性を与えて維持管理にも
活用するモデルである。

3．3D線形シミュレーションモデル

（1）概要
シールドトンネルの施工管理において線形管理は最

も重要な項目である。特にシールド機とセグメントの
位置関係を把握することが「シールド機の方向制御」
や「テール部の競りによるセグメントの損傷防止」の
観点において重要であり，従来は測量結果を方眼紙に
手書きでプロットして確認と予測を行ってきた。今
回，Excel と機械系 3 次元 CAD を連動させ，仮想空
間にトンネルを構築し施工シミュレーションすること

図─ 1　シールドトンネル 3D モデル

特集＞＞＞　i-Construction，CIM，ICT
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により，2 次元の作図では測りきれない部分まで把握
可能なシステムを開発した。本システムの特徴は，
Excel シートの一覧表に入力した数値諸元に連動し
て，3DCAD 上のモデル形状と位置が変化することで
ある（図─ 2）。3DCAD は「パラメトリックモデリ
ング機能」と「Excel との連携機能」に優れた機械系
3DCAD の Inventor を使用した（パラメトリックモ
デリング機能とは，3D モデルが持つ寸法情報，接続
情報などを後から変更することで形状を変えることが
出来る機能のことである）。これにより，どのような
シールドトンネルでも，3DCAD を直接操作する事無
く，仮想空間でのシールドの動作シミュレーションを
行うことが出来る。

（2）目指す効果と手段
本システムは「トンネル蛇行量の低減」と「セグメ

ントの損傷防止」を目指すものであり，そのために以
下の検証やシミュレーションを行う。

＜計画段階＞
・ セグメントの割り付け計画やシールドスペックの

検証
＜施工段階＞
・ 施工段階におけるセグメント組立計画（テーパー

使用位置および組立方向）の検証
・ 施工段階におけるシールド機の制御計画（中折れ

角，ジャッキストローク差など）の検証
・ 施工段階における蛇行量予測および蛇行修正シ

ミュレーション

（3）3D線形シミュレーションモデル例
線形シミュレーション作業のフローは以下のとおり

である（図─ 3 参照）。①測量結果を Excel に入力す
る。② 3DCAD 上で Excel に入力したデータを読み込
むことで現状の 3D モデルが作成される。③現状把握
後，今後のセグメントの組立計画やシールドのコント
ロール計画を Excel に入力する。④再度 3DCAD 上で

Excel データを読み込むことで数リング先のシールド
先端位置やテールクリアランスの変化が作図される。
⑤以上のシミュレーションを行い施工計画に反映させ
る。
図─ 4 に作図されたモデル例を示す。切羽部のセ

グメント（囲み部分）が測量結果に基づき 3D モデル
上に固定配置され，それに連結して予測セグメントが
配置される。予測セグメントはリング継手面と中心点
を拘束し，組立方向やテーパー量は Excel シートに入
力されたパラメータに従って変化する。これにより，
実際の施工と同様の動きを仮想空間内で実現させた。
また，シールド機のジャッキストローク差，中折れ角
などを変化させることで設計中心線とのズレを目視確
認できる。

Inventor は任意の方向の断面を 2 次元図として表
示することが可能である。図─ 5 は水平方向の断面
を出力したものであり，蛇行量を数値で確認できる。

図─ 2　3D 線形シミュレーションにおけるデータの流れ

図─ 3　線形シミュレーション作業フロー

図─ 4　3D 線形シミュレーションモデル例
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また，テールクリアランスも任意の位置で確認できる。
以上の施工シミュレーションを用いて蛇行量とテー

ルクリアランスを予測することにより高品質なトンネ
ルの築造が可能となる。

（4）急曲線部での活用事例
以下に R＝20 m の急曲線における検討例を示す。

シミュレーション作業は 3D モデルを目視確認して繰
り返し行なったが，確認作業は平面図に出力したもの
を用いた。ここでは縦横縮尺比を 1：3 にしたもので
解説する。

曲線施工の事前検討を平面図に出力したものが図─
6 である。曲線施工時はシールド先端位置が設計中心
線をトレースすることと，テールクリアランスが確保
されていることが重要であり，この検討例は十分両者
を満足している。

次に，急曲線の入口における検討事例を図─ 7～ 9

に示す。図─ 6 と同様のシールド中折れ角を設定し
たところ，図─ 7 に示すようにシールド先端部がオー
バーランとなる事が確認された。これは，カーブ直前
のセグメントが直線用の幅 1,000 mm のセグメントで
あることより，クリアランスの確保を重視してスト
ローク差を付けない事によるものである。図─ 6 と
同様のストローク差を設定したものが図─ 8 である
が，この場合はテールクリアランスが不足し，セグメ
ントが損傷する恐れがあることが懸念された。そこ
で，テールクリアランスを確保した状態でシールド先
端部を設計中心線に合わせるように中折れ角を増加さ
せたのが図─ 9 である。以上，曲線の入り口におい
ては一時的に曲線内の標準的な中折れ角より大きな角
度を設定する事が良いことが確認された。

このように曲線の入口部や出口部において，シール
ドとセグメントの挙動が現状に即して想定できること
が優れた機能であり，実施工においても良好な結果を
得た。

図─ 5　シミュレーション結果作図例

図─ 6　急曲線（R＝20 m）検討

図─ 7　急曲線（R＝20 m）入口部検討【ケース 1】

図─ 8　急曲線（R＝20 m）入口部検討【ケース 2】

図─ 9　急曲線（R＝20 m）入口部検討【ケース 3】
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4．CIMモデル

（1）概要
CIM モデルにおいては，セグメントのピース分割ま

でモデル化し，振り角（組立方向）や蛇行量までを再
現し，作成したモデルにリング単位で施工データを属
性として付与し維持管理に活用可能なモデルとした。

（2）3Dモデル作成
セグメントモデルは，データサイズやパソコンの能

力などの関係から，各ピースのアウトラインレベルま
でを形状化した。ピース分割や K セグメントの挿入
角なども一覧表に諸元を入力することで自動生成する

（図─ 10）。

（3）3Dモデルから CIMモデルへの変換
CIM モデルは，3 次元モデルに属性情報が付与された

ものである。Inventorで作成したモデルをNavisworks
（3D データを属性も含めて統合するソフト）で読み込
み，掘進時のデータを付与した状況を図─ 11 に示す。
図─ 11 の右表の属性値はモデルを作成するときに

与えたパラメータであり，リング毎のプロパティとし
て直接取り込まれる。図─ 11 の左表の属性値は掘進
データであり，Navisworks のアドオンソフトを用い
て追加したものである。このように，検査記録や品質
データなどを必要に応じて後から追加することが可能
である。
図─ 12 が地表面の標高データと写真画像や地層境

のデータを合成したものである。このように必要に応
じて他のソフトで作成したモデルデータを合成するこ
とで使用用途が広がるものと考える。

（4）CIMモデルの課題と考察
（a）データサイズとモデルの作り込みレベル
今回，実施工データを用いてモデルを作成したが，

約 3,000 リング× 5 ピースのデータ量であり，モデル
の作成に時間を要し，またデータの処理にもパソコン
にかなりの負荷がかかるものであった。図─ 13 が地
上構造物とトンネルを合成した全体のモデルである
が，このようなモデルにセグメントの細部までを作り
込むのは現実的では無い。

3D モデルはその活用場面に応じて詳細度のレベル
を変えて作り込むべきであると考えられる。例えば，
CIM モデル作成仕様＜橋梁編＞ 2）では，部材のアウ
トライン形状モデルの「レベル 1」から，全ての部材
を正確に表現する「レベル 4」までの 4 段階のレベル

が設定されている。シールドトンネルにおいては，図
─ 13 のような全体モデルではセグメントピースのア
ウトライン形状（レベル 2 相当）までが限界と思われ

図─ 10　ピース分割モデル

図─ 11　属性値の付与（Navisworks 上で合成）

図─ 12　複合 3D モデル例（トンネル下部より見上げた視点）

図─ 13　全体モデル（地上＆トンネル） 図─ 14　単リングモデル
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る。セグメントピースの詳細形状（レベル 4 相当）は
図─ 14 のような単リングモデルを別ファイルで作成
し，全体モデルのプロパティでリンク付けをすること
が現実的と考える。
（b）ファイル形式および汎用ソフトとの互換性
CIMモデルは維持管理に寄与することが目的の一つ

であり，そのためには構造物の管理者がデータを容易
に閲覧できなければならない。今回作成したデータと
無償のビューワーソフトとの互換性を表─ 1 に示す。

Navisworks で作成したファイルは，Navisworks 
Freedom という無償のビューワーで殆どそのまま読
み込むことが可能である。しかしながら Navisworks
はその他の中間形式のファイルへの書き出し機能が少
なく汎用性に欠けるところが課題である。セグメント
モデルの作成を行った Inventor は，3DPDF や IFC
形式での書き出し機能があるが，いずれも属性情報が
失われた単なる 3 次元モデルとなる。 

CIM モデルを活用するためには，ファイル形式の
標準化と属性データを含めたデータ変換方法が必要不
可欠と考える。

5．おわりに

本システムは Excel シートに連動して 3 次元モデル
を自動作成するもので，殆どのシールドトンネルに適
用可能であることより，今後の工事にも活用し，更に
実用性を高めて発展させる所存である。

 

《参 考 文 献》
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  2） 国土交通省国土技術政策総合研究所　社会資本マネジメント研究セン
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ファイル形式 拡張子 無償のビューワーソフト 互　換　性
Navis データ nwd,nwf Navisworks Freedom 外部リンクファイル以外は全て読込み可能

３DPDF pdf Acrobat Reader Inventor から変換可能だが属性が失われる
IFC ifc Solibri Model など Inventor から変換可能だが全てが一つのパーツになり，属性も失われる

表─ 1　ファイル形式と無償ビューワーソフトとの互換性
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八戸港浚渫工事における ICT を活用した施工管理
マルチビーム，UAV，UMV，4D エコー等を活用した浚渫，
埋立工事の施工管理

泉　　　誠司郎

国土交通省が発注した浚渫工事は，平成 29 年度より ICT としてナローマルチビーム音響測深機（以下，
「マルチビーム」という）が事前測量および出来形測量に導入されている。これに先立ち，平成 28 年度に
東北地方整備局が発注した「八戸港河原木地区航路・泊地（－14 m）浚渫工事」は，直轄港湾工事初の
ICT 活用調査の対象工事であり，この工事において浚渫部ではマルチビーム等を活用し，埋立地では
UAV（ドローン），UMV（リモコンボート）を活用して施工管理を行った。本稿では，ICT を活用した
施工管理の内容，効果について示す。
キーワード：港湾，ポンプ浚渫，埋立，マルチビーム，UAV，UMV

1．はじめに

港湾におけるポンプ浚渫工事は，ポンプ浚渫船で浚
渫を行い，浚渫した土砂の運搬および土捨は排砂管を
使用して排送するため施工の殆どの部分がすでに機械
化されている。しかし，浚渫船等の作業船の操作や出
来形測量，土量計算等はまだまだ人間に頼る部分が多
く改善の余地がある。国土交通省は，建設現場におけ
る生産性を向上させ，魅力ある建設現場を目指す新し
い取組である i-Construction を進めており，港湾分野
でも ICT を活用して情報の 3 次元化を進めている。
以下に，八戸港におけるポンプ浚渫工事において，
ICT を活用した浚渫部から埋立部までの一気通貫し
た施工管理について示す。

2．工事の概要

工事の概要は，八戸港の航路・泊地をポンプ浚渫船
で約120,000 m3 浚渫し，浚渫土砂を排砂管で約3,000 m
離れた埋立地まで排送したものであり（図─ 1 参照）
ICT 活用調査の対象工事として，マルチビームを使
用した浚渫部の事前測量および事後の水路測量の計 2
回分が工事に含まれていた。

3．ICT導入の目的

本工事は，計画浚渫土量（地山）と浚渫土の土捨場
である埋立地の容量がほぼ同じであるため，施工中の

浚渫土量と埋立土量を把握しながら，状況に応じて余
掘厚，余掘幅を適切に設定して浚渫することが必要で
あった。この浚渫土量と埋立土量を把握しながら浚渫
作業を行う施工管理に ICT を活用することとし，各
段階で活用する ICT は以下のとおりとした。ICT 活
用概要を図─ 2 に示す。
・施工中において浚渫の出来形および浚渫土量を把握

するために，マルチビームを使用する。
・浚渫工の出来形管理装置として，水中ソナー（以下
「4D エコー」という）を測量船に設置して浚渫後の
水深を測量し，マルチビームのデータと比較して精
度を検証する。

・浚渫状況を可視化するとともに深浅データを速やか
に取得して掘り残しを防止するため，4D エコーと
シービジョンをポンプ浚渫船に設置する。また，海
底に沈設した排砂管に異常がないか確認するため，
4D エコーを使用して可視化する。

・埋立部の迅速な埋立土量と残容量の算出を行うため

図─ 1　施工位置図
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に，UAV，UMV を使用する。
・浚渫船の位置把握，カッター深度把握，アンカー位

置の把握および投錨位置誘導のため，浚渫施工管理
システムを使用する。

4．活用した ICTの内容

（1）マルチビームによる深浅測量
マルチビームを使用して，浚渫部において事前測量

1 回，施工中 2 回，浚渫完了直後 1 回，事後の水路測
量 1 回の計 5 回の深浅測量を実施した。マルチビーム
は，スワス角 120 度で運用し，ラップ率が片舷 100％
となるように測線間隔を 15 m に設定した（図─ 3 参
照）。機材は，事前では SEABAT8125，それ以外は
Sonic2024 を使用した。

施工中の測量で得られたデータを使用してコンター
図および俯瞰図を作製した。さらに TIN 法により浚
渫土量を算出して残りの浚渫土量を把握した。施工中
に実施した測量データから作製した俯瞰図を図─ 4 に
示す。

（2）4Dエコーを使用した 3D点群データ取得
4D エコーは，ソナーヘッドから最大 50 度× 50 度

の範囲に，縦 128 本，横 128 本の合計 16,384 本の超音
波ビームを同時に発信し，海底等で反射して戻ってき
た超音波を受信して 3D 映像に変換し表示する装置で
ある。リアルタイムに海中の状況を 3D 映像として見
るとともに，映像が記録可能である。さらに，GNSS
と動揺補正装置を組み合わせ，水中の 3D 点群データ
の取得が可能な装置である。施工中のマルチビーム測
量と同時期に 4D エコーを測量船に設置し，3D 点群
データを取得した。写真─ 1 に測量状況を示す。

（3）シービジョンを使用した深浅測量
シービジョン（写真─ 2 参照）は，単素子のソナー

ヘッドをパンチルト機で動かし，設定した範囲を 1 m
メッシュで測深する装置であり，ポンプ浚渫船の船首
右舷側に設置した。今回の工事においては，設定した
水深で浚渫できているかをブリッジに設置したモニタ
に示される水深データで確認した。

（4） 4Dエコーを使用した浚渫状況および海底上の
排砂管の確認

ポンプ浚渫船の船首左舷側に 4D エコーを設置して
浚渫中のカッター付近の映像をリアルタイムにモニタ

図─ 2　ICT 活用概要図

図─ 3　マルチビーム測線間隔図

図─ 4　施工中の測量データによる俯瞰図

写真─ 1　測量船に搭載した 4D エコーでの測量状況
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に表示し，掘り残しがなく浚渫していることを確認し
た。図─ 5 に示すように，浚渫中の濁りがある暗闇
中でも浚渫船のラダーやスイングワイヤー，さらに浚
渫後の地盤の形状がリアルタイムに確認できた。

さらに，海底面上に設置した排砂管の状況を，測量
船に設置した 4D エコーを使用して問題がないか確認
した。モニタの表示例を図─ 6 に示す。

（5）UAVを使用した陸上部の測量
埋立地の護岸等の陸上部の事前測量および，施工中

に陸化した部分の測量は UAV を使用して行った。測

量は，事前は 1 回実施し，浚渫初期はおおむね 2 日に
1 回行い，浚渫終盤は毎日行い合計 12 回実施した。

なお，撮影は高度 75 m（中央コース）または 55 m（外
周コース）から行い，UAV を速度 2.3 m/ 秒で飛行さ
せながら 2 秒に 1 枚撮影を行った。空中写真の重複度
は，「UAV を用いた公共測量マニュアル（案）」（平
成 28 年度）に従い，同一コース内の隣接空中写真間
で 90％以上，隣接コースの空中写真間で 60％以上と
なるようコースを設定した。UAV の使用機材を写真
─ 3 に示し，UAV 撮影コースを図─ 7 に示す。

（6）UMVを使用した深浅測量
埋立地の水面が残る部分の深浅測量は，UMV（写

真─ 4 参照）を使用して行った。測量は，UAV 測量
と同じ日に行い，水面部分が無くなるまで合計 8 回実
施した。UMV を使用した深浅測量は，埋立地のセン
ターから護岸向きに UMV を航行させてデータを取得
した。測線の間隔は5 mとし，測深は1 mピッチとした。

（7）浚渫施工管理システムの使用
ポンプ浚渫船の船体に GNSS および傾斜計を設置

し，さらに船体前方のラダーに傾斜計を設置して，ポ
ンプ浚渫船の位置，向き，スイングの履歴，カッター
の深度を表示（図─ 8 参照）させ，オペレータがモ
ニタを確認しながらポンプ浚渫船を操作した。さら
に，アンカー位置を表示する機能（図─ 9 参照）を

写真─ 2　シービジョン艤装状況

図─ 5　4D エコーの浚渫中の画像表示例

図─ 6　海底の排砂管の画像表示例

排砂管 

ゴムジョイント 

海 底 

フランジ 

写真─ 3　UAV 使用機材

図─ 7　UAV 撮影コース図（オルソ画像）
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使用し，揚錨船ブリッジにもモニタを設置して揚錨船
を投錨位置へ誘導した。

5．ICT活用の結果

（1）浚渫部
施工中，測量船に搭載したマルチビームのデータを

使用し，コンター図および俯瞰図を作製して浚渫出来
形を確認し掘り残す事なく浚渫を完了した。また，
0.5 m メッシュデータを俯瞰図に加工した結果（図─
10 参照），今まで見えなかったアンカーの引きずり等

による出来形の悪化が明らかとなり，再発防止を指示
して出来形向上に役立てることができた。

さらに，浚渫船に設置した 4D エコーを使用し，ポ
ンプ浚渫で発生する濁りの中でも十分に水中が可視化
され，4D エコーが掘り残しの有無のチェック等の施
工管理に使用可能なことを確認した。マルチビームと
4D エコーにより取得した水深データを比較した結
果，図─ 11 に示すようにデータが概ね測定誤差の範
囲に収まっていることを確認した。

また，シービジョンを使用して浚渫直後の出来形を
確認することで手直しを無くすことができた。

（2）埋立部
UAV および UMV を使用して取得したデータを合

成して埋立地の地盤高を把握するとともに埋立土量と
埋立地の残容量を算出した。また，浚渫済土量と埋立
土量の関係より土量変化率を把握した。

浚渫作業が 2/3 程度完了した時点において，ICT
を活用して残浚渫土量と埋立地の残容量を迅速に把握
し，土量変化率を考慮して最終的な埋立地の埋立高を
想定した。その結果を基に，埋立地の最終埋立高設定
に関する協議をスムーズに実施し，掘り残すことなく
無事に浚渫を完了させた。その際，協議に伴うポンプ
浚渫船の休止期間を短くできたことは ICT を活用し
た大きな効果であった。浚渫土量と埋立土量の関連を
表─ 1 に示す。埋立の進捗状況を図─ 12 に示す。

写真─ 4　UMV（リモコンボート）

図─ 8　浚渫システムモニタ表示例

図─ 9　アンカー位置表示例

図─ 10　0.5 m メッシュデータによる俯瞰図

図─ 11　4D エコーとマルチビームの比較
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（3）海底部排砂管
浚渫中，海底に沈設した排砂管からの土砂の漏れや

屈曲がないか，測量船に設置した 4D エコーでリアル
タイムに可視化して確認した結果，異常がないことが
確認できた。

（4）生産性向上効果
今回の工事における生産性の向上効果について，浚

渫部と埋立部を合わせた測量から土量計算の部分にか
かる人数を評価項目にして試算した。その結果，ICT
を活用することで測量から土量計算に関する生産性が
約 73％向上することを確認した。

6．おわりに

本工事では，ICT の活用により浚渫部から埋立部
まで一気通貫した施工管理を行った。埋立部の水中部
から陸上部まで連続した測量データの 3 次元化による
管理，浚渫と埋立の土量バランスを把握しながら浚渫
方法の最適化を図り，埋立地の容量の範囲内で所要の
浚渫工事を完了することができた。

また，ICT の導入の総合的な効果として，安全性
の向上，苦渋作業の低減，測量データの高密度化によ
る施工管理の高度化，測量・土量計算日数の短縮によ
る休日確保等の効果があることを確認した。一方，高
額な機器の導入に伴うコスト増大や専門機器に対する
専門技術者の育成等の課題も判明した。

国土交通省の港湾関連発注工事では，平成 30 年度
より浚渫工の施工の ICT 化モデル工事もスタートす
る。グラブ浚渫船のバケットやポンプ浚渫船のカッ
ターヘッドの位置と目標浚渫位置をリアルタイムで可
視化したり，オペレータを誘導，または機器を自動制
御する技術の活用が求められている。これらの技術を
実現することで浚渫作業が自動化され真に浚渫が機械
化される日も近いと考える。
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表─ 1　埋立・浚渫土量一覧表

実施日 埋立地 UAV，UMV 浚渫部マルチビーム 備　考

月日 埋立土量（m3） 浚渫土量（m3）

9 月 11日 浚渫開始

9 月 15日 27,296

9 月 17日 40,375

9 月 19日 49,289

9 月 21日 69,957

9 月 24日 87,108

9 月 25日 99,191

9 月 27日 111,263

9 月 28日 116,140 115,453

9 月 29日 117,205

9 月 30日 120,933

10 月 3日 浚渫完了

10 月 4日 128,840

10 月 5日 128,499

10月 31日 127,652 整地完了後測量

図─ 12　埋立部の俯瞰図
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ICT 舗装工に関する最新技術の紹介
切削オーバーレイ工における革新的な MC システム“RD-MC”

平　岡　茂　樹・八木橋　宏　和・小　川　和　博

舗装業界は，これまで早くからソニックセンサ等を使用したフィニッシャの倣
なら

い制御やグラウンド，駐
車場工事にもローテーティングレーザを用いて業務効率向上に取り組んできた経緯がある。そして早くか
ら情報化施工にも取り組み，効率向上を図ってきた。しかしながら，ICT 舗装工が施行されて 2 年目に入っ
ているが，これまでの情報化施工技術を活用したモーターグレーダやブルドーザによる敷き均し工の効率
化以外は ICT 土工と比べ効率向上の目立った結果が出ていない状況である。そこで今回，その一助とな
りうる道路維持修繕工の最も一般的な切削オーバーレイ工の効率向上につながる革新的なマシンコント
ロールシステム“RD-MC”（以下「本 MC システム」という）を紹介する。
キーワード：ICT 舗装工，MC，3D データ，切削オーバーレイ工，効率向上，安全性，平坦性

1．はじめに

国土交通省の施策の対象として ICT 舗装工（切削
オーバーレイ工）が今後検討されている（図─ 1）。
切削オーバーレイ工においては，既にトータルステー
ション（以下 TS）を用いた 3D-MC システムが既に
活用されているが，以下の課題があることから利用場
面が限定されていた。
①切削機の正確な位置を求めるための TS 設置に時間

がかかる。
②既設道路の修繕工事では，TS の設置場所が無い場

合や街路樹，街灯などの障害物も多く存在し，限ら
れた場所にしか設置できない。このため盛り替えの
頻度が多くなったり，大型三脚等で設置するため更

に設置作業に時間がかかる。
③ダンプ等により視通が遮断され，その間作業が中断

するため，TS の追尾状況を監視する必要がある。
本稿では，新切削システム本 MC システムの予備

実験として，車載システムを台車に搭載し，システム
の確実性と，従来の TS を用いた 3D-MC システムに
対する作業の効率化の期待値について評価を行った。
また，本システムに必要な 3 次元の現況面計測方法に
ついても検証したので合わせて紹介する。

2． 本 MCシステムについて

本 MC システムは，切削オーバーレイ工に ICT を
適用し，準備の効率化，作業の省人化と安全性の向上
を図るシステムである。従来は，現況高さから設計高
さを計算して路面に切削深さをマーキングして施工，
また，3D-MC では自動追尾 TS を活用して設計高さに
コントロールしていた。一方，本 MC システムでは，
従来の 3D-MC が高さを持つ設計面であるのに対し，
設計厚さを設計面として利用している。現場施工時
は，施工機械の 2 次元位置を GNSS で計測する。次に
制御位置高さをソニックセンサ計測し，設計切削深さ

（設計厚さ）と同じになるように施工機械を制御する
新しいロジックの ICT舗装システムである（図─ 2）。

作業ルーチンとしては，まず現況面データを取得
し，その現況面データから設計面データ（厚さ）を作
成，その 2 つのデータが入力された MC システムで

図─ 1　 出典：国土交通省 ICT 舗装工について（国土交通省ホームページ）
より
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切削機，アスファルトフィニッシャを制御する。本稿
では，本 MC システムの設計厚算出値と効果，本 MC
システムに必要な現況面の計測方法につき検証した。

3．検証実施日および場所

・検証日：平成 30 年 2 月 15 日～ 2 月 20 日
・テストヤード概要（図─ 3）

4． 本 MCシステムの評価

（1）本 MCシステムの構成
切削機での実装例を図─ 4 に示す。
今回は実際の切削機に搭載する前段階のテストとし

て，システムを台車に搭載して実験を行った（写真─1）。

（2）設計厚計算値検証
実際に切削工に使う前に現況面データと設計面デー

タを入力し，専用昇降可能台車でオングレードに合わ

せた時の高さをレベルで計測し設計高さとの比較検証
を実施した。RTK-GNSS の位置データから施工位置
を特定し，ソニックセンサで現況面計測後システムと
して正しく切削厚を算出してコントロールできるか確
認した（写真─ 2）。

① 検証点において正しく切削厚が計算されているか
を確認した。

② ソニックセンサの計測値により台車（切削機）を
昇降した結果を計算値と比較した。

以下グラフは，計測位置における「設計厚－本 MC
システムで計算された設計厚」を C，L1，R1 ライン
で 1 m 毎に計測した結果を示したグラフである（図
─ 5）。舗装材料が細かい舗装面では± 3 mm 以内か
つ標準偏差 1.2 mm，透水性アスコンの場合でも標準
偏差 1.5 mm であり実施工でも問題なく使えるレベル
と想定される。また，現地盤との比較計測用ソニック
センサの精度についても，レベルでの計測値と比較し
て± 1 mm 以内であることも確認した（図─ 6）。

図─ 2　現況面と設計面の活用イメージ

図─ 3　検証テストヤード
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図─ 4　本 MC システム構成図

写真─ 1　上下可動式台車

写真─ 2　本 MC システム検証状況
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（3）切削工の効率化検討
本実験では，本 MC システムの効果検証として（図

─ 7）の 3 つのケースについて準備から出来形管理ま
での作業性を比較した。
（a）検証条件
・ 延長 100 m 幅員 6 m（2 m 毎 3 レーン）切削総延

長 300 m　600 m2

・ 1 レーン切削機セット 5 分 100 m 切削時間（15 m/
分）7 分＝ 12 分 3 レーン 36 分

・切削工作業フロー（図─ 7）
（b）検証結果
①従来工法
・路面マーキング 2 人工 20 分
・ 切削工ではオペと左右のアジャストマン 2 名で 3

人工
② TS システム（左右制御）
・ TS はスタート時左右 1 台ずつ設置（2 回），TS

盛替えは片側 1 回（合計 3 回）

・ TS設置 3分　後視点観測3分　計 6分　左右2 箇
所＋盛り替え 1 箇所　計 3 回

　TS 設置計　18 分（6 分× 3 回）
・ プリズムをロストしないよう 1 名 TS 側駐在 TS

サポート 36 分
・切削工は切削機械オペ 1 人工のみ
＊ TS を設置できる場所が限定され頻繁に盛り換え

必要な場合あり。もしプリズムをロストした場合
切削作業ストップのリスクもある。

③本 MC システム（左右制御）
・切削機械オペ 1 人工 36 分のみ

（c）期待できる効果
①作業時間短縮
　 従来は 2 人工 56 分，TS は 48 分，本 MC システ

ム（VRS の場合）は，36 分となる。本 MC シス
テムは TS 設置の準備時間が無くなり，TS シス
テムより 25％作業時間短縮となる。従来工法と
比較すると更に路面マーキング作業も不要なこと

図─ 5　計測位置における設計厚─本 MC システムの設計厚

図─ 6　ソニックセンサ精度確認グラフ（レベルでの計測値─ソニックセンサ計測値）

図─ 7　切削工作業フロー図

＜本MCシステム＞

本MCシステム切削作業
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から 36％作業時間の短縮となる（図─ 8）。
②省人化
　 従来は，路面マーキング作業，左右 2 名のアジャ

ストマン作業が入り，延べ人工時間 148 分，TS
システムの場合，最初の 2 台の機械設置作業で 2
人工，プリズムロスト回避のサポートで 1 人工を
含め延べ人工時間は 90 分。一方，本 MC システ
ムの延べ人工時間は，切削機械オペ 1 人工 36 分
となる。よって本 MC システムは，従来に比べ
て 76％削減，TS に比べて 60％削減の省人化が
期待できる（図─ 9）。

（4）従来工法，TSシステムの課題解決効果
本システムを活用することにより，以下従来工法お

よび TS システムの課題解決効果が考えられる。
① 路面マーキングする必要が無いため，マーキング

のために道路を遮断する必要がない。
②  TS を設置する必要がないため，TS 設置場所ま

で光源を置く必要がない。
③  TS の視通を確保するため大型三脚の使用，ある

いは頻繁に盛り変える必要が無い。
④  TS を使用しないのでダンプなどの遮断によるロ

ストもなく，TS 側に作業員を置くなどの“お守
り”をしなくて良い。

⑤ 夜間作業は，昼間作業より危険であり，省人化が
図れれば安全性も向上する。

5．現況面計測方法の検証

本 MC システムの利用においては，現況面を正確
に計測する必要があり，現況面を効率的に取得する方
法について検証を行った。

1 m メッシュを TS（X,Y），レベル（H）で計測し，
各計測方法（①～④）の標高を比較した。

（1）検証計測方法
① 移動式路面計測装置“RD-M1”（以下「本計測装置」

図─ 8　切削作業時間比較

図─ 10　RD-M1 システム構成

図─ 9　切削延べ人工作業時間

写真─ 3　移動式路面計測装置計測状況

写真─ 4　地上型レーザースキャナ計測状況
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という）（図─ 10，写真─ 3）
②地上型レーザースキャナ（写真─ 4）
③ 車輪移動式プリズムを用いた自動追尾型 TS（国

土地理院で規定が無いTS等光波方式）（写真─ 5）
④ノンプリズム型 TS（2 級 TS）（写真─ 6）

（2）現況面計測精度検証結果
現況路面 3 次元データの取得について，以下に述べ

る4種類の方法を検証した。比較検証は，1 m メッシュ
を TS（X,Y），レベル（H）で計測し，各計測方法の
標高を比較した（表─ 1）。

（3）現況面計測時間の比較
・ 自動追尾 TS ＋車輪移動式プリズムの計測時間が

圧倒的に短い。
・ 移動式路面計測装置は 400 m2 以上になれば車輪

移動式プリズムを用いた自動追尾 TS より計測時

間が短くなる。
・ ノンプリズム型 TS の計測時間は，移動式路面計

測装置，地上型レーザースキャナとほぼ変わらな
いが自動計測機能を使えば視準作業は不要となり
省人化につながる（図─ 11）。

（4）現況面計測方法比較結果まとめ
現況面データ取得方法では交通規制ができる場合と

できない場合があり，施工規模でも効率が変わってく
るが，小規模現場では車輪移動式プリズム方式がレベ
ルと比較しても計測時間を 64％削減できた。中規模
から大規模現場では本計測装置がかなり有効だが他計
測方法よりばらつきがやや大きい。

また，交通規制ができない場合は，舗装工事の要求
精度を考えるとノンプリ TS あるいは地上型レーザー
スキャナになるが，コスト面から考えるとノンプリ
TS，わだち等の詳細も計測したい場合は地上型レー
ザースキャナとなり状況に合わせて選択する必要があ
る。

6．おわりに

本稿では，切削オーバーレイ工で使う最新の本 MC
システム“RD-MC”の効果について，新しいロジッ
クを使って本システムが正しく切削厚を算出している

表─ 1　計測精度比較表（計測点数：n ＝ 255）

計測方法 条件
平均値
（m）

標準偏差
（m）

最大
（m）

最小
（m）

最大－最小
（m）

ノンプリズム型 TS
1 m2 に 1 箇所
ファインモード

0.001 0.0009 0.002 －0.003 0.005

地上型
レーザースキャナ

ファインモード －0.002 0.0012 0.002 －0.006 0.008

車輪移動式プリズムを
用いた自動追尾 TS

移動体計測 0.001 0.0019 0.007 －0.006 0.013

本計測装置
最大時速
10 km

－0.011 0.0041 0.000 －0.023 0.023

写真─ 5　車輪移動式プリズムを用いた自動追尾 TS 計測状況

写真─ 6　ノンプリズム TS 計測状況
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か，作業効率も含めて検証した。その結果，目標厚さ
（レベル）に比べて標準偏差で 1.2 mm と高精度にコ
ントロール可能であること，従来の TS システム（3D-
MC）と比べ作業効率（省人化）が 60％向上するシス
テムであることを確認した。また，本 MC システム
を活用することにより，TS の設置とサポート作業が
いらなくなることから省人化だけではなく，路上の作
業員削減により，夜間の安全面という点でも大きなメ
リットになると考える。

一方，本 MC システムに必要な現況面データの計
測方法については，①移動式路面計測装置，②地上型
レーザースキャナ，③車輪移動式プリズムを用いた自
動追尾型 TS，④ノンプリズム型 TS について比較実
験を行ったが，交通規制ができる場合とできない場
合，また規模によって使い分ける必要があることがわ
かった。今回の実験では，交通規制できる場合は，車
輪移動式プリズムを用いた自動追尾 TS，交通規制で
きない場合は，既に出来形管理でも活用されている地
上型レーザースキャナ他，ノンプリ型 TS の活用も効
率向上に有効と考えられる。

本実験により，舗装維持管理においても ICT を用
いた本 MC システムが「生産性向上」，「熟練オペレー
タ不足への対応」，「安全性の向上」に寄与できる可能

性を確認できた。今後は，実機による効果検証等によ
りシステムの適用性の確認とその効果を確かめていき
たい。

本 MC システムが舗装維持管理の生産性革命の一
助になると幸いである。

 

図─ 11　現況計測時間比較
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土工の情報化史
i-Construction への道

岡　本　直　樹

i-Construction の推進が加速し，AI への期待も後押ししている。土工の情報化には，運用技術である土
工計画・管理と，情報処理による土工機械の自動化がある。本稿では，この 2 本の流れを土工技術者の体
験的視座を通して，土工計画・管理の情報化の歩みと，自動化はラジコン誘導まで遡ってその流れを辿る。
併せて，コンピュータのエポック史を背景に加えて全体史を俯瞰する。なお，全体の流れは
i-Construction の時代とその前史に区切った。
キーワード：i-Construction，CIM，AHS，情報化施工，シミュレーション，機械土工，建設機械史

1．はじめに

情報化施工の一般化に伴って 3D-CAD が普及して
いるが，近年の CIM や i-Construction の推進により，
ドローン測量等の更なる高度利用が進められ，更にク
ラウド管理に発展して情報を共有し，近頃は AI 利用
の取組みも始まっている。トップランナとして
i-Construction を牽引している土工の情報化につい
て，自動化技術を含めてここに至った歩みを著者の体
験的視点で振返ってみる。

建設機械の自動化への取組みは比較的古く 1960 年
代に始まり，80 年代になると「建設ロボット」とい
う呼称とともにメカトロ化を推進した。土工機械で
は，70 年代に電磁誘導ケーブル方式の無人ダンプト
ラック（DT）が，80 年代末期にマイコン制御による
無人 DT が開発され，平成に入ると GPS の稼働モニ
タリングへの利用が始まり，1994 年から GPS 誘導制
御の試験が始まった。

作業装置系では，熟練を要するブレード操作が古く
から研究され，70 年代に回転レーザの利用が始まっ
たが，軽負荷の仕上げ制御用で掘削作業（バカ押し）
には向かない。負荷制御の研究は非線形制御要素が多
く実用化が難しかったが，94 年にコマツが姿勢制御
を重視したブレード自動制御を発表し，今日のインテ
リジェントブルに継承されている。

バケット制御については，マイクロプロセッサの登
場と共に法面等の仕上げ制御が試みられ，回転レーザ
の利用や自動追尾 TS，GNSS の利用も始まった。積
込作業については，86 年にティーチングプレイバッ

クの自動油圧ショベルが造られた。更なる進化には，
積込対象材の位置や形状の認識が必要で，画像処理等
を用いたローダ積込の研究も始まった。

2．情報化・自動化の前史

1946 年に初のコンピュータ ENIAC が誕生した。
10 年後の 1956 年に，早くも AI に関するダートマス
会議が開かれた。翌 1957 年には，F. ローゼンブラッ
トがパーセプトロン型ニューラルネットワークを考案
する。1964 年になると IBM が 360 を発表，この 360°
全方位汎用コンピュータが IBM を躍進させる。しか
し，建設機械の自動化は，アナログ制御から始まる。
昭和 30 年代に道路脇に張ったピアノ線を利用して，
グレーダやフィニッシャの自動化が始まった。装置
メーカはグレードライン社やハニウエル社である。

1967年／S42　5 月：ラジコン建機は，小松がノロ作
業用に D55S を RC 化したものが嚆矢である。
1968年／S43　10 月：水中ブルドーザを日本国土開
発㈱が試作。翌年 3 月に小松も水陸両用ブルドーザ
D125W を開発，常願寺川災害復旧に投入。

特集＞＞＞　i-Construction，CIM，ICT

写真─ 1　初の RC 建機，国土開発と小松の水中ブル



68 建設機械施工 Vol.70　No.7　July　2018

1970年／S45　6月：IBM360のモデルチェンジ IBM370
を発表。著者の属する企業でも，74 年にこの 370 を
導入し，日報等を入力する機械管理システムを構築し
て経営分析に利用。著者も現場で歩掛取得に利用した。
1971年／S46　初のマイクロプロセッサ Intel 4004 を
発表，島正利（ビジコン社）が開発に参加。
1972年／S47 6 月「宅地造成における運土計画」施
工管理研究委員会。9 月「造成計画の最適化 EMPS
と土工積算 EMES」住宅公団
1974 年／S49　8bit CPU/Intel8080 と Motorola6800
を発表
1975年／S50 4 月：博士論文「機械化土工における
工程計画最適化手法の開発と応用」荒井克彦を上梓。
後年，同システム SOT を山﨑建設が利用。9 月：走
行シミュレーション利用の「フィルタイプダム盛立工
事における施工機械の最適配置に関する研究報告」土
木研究所。同年：三保ダム工事に初の自動運行管理シ
ステム（小糸製作所製：図─ 1）を鹿島建設が導入。
同年：小松 46 t ダンプ HD460 に電子制御フルオート
マチック式 T/M を採用
1976年／S51　小松が電磁誘導ケーブル方式による無
人ダンプトラック（図─ 2）を発表
同年　前田建設が手取川ダムにタキオメータ（光波測
距）を導入，オンライン接続の本社 IBM370 で土量計
算。
1977年／S52　秋葉原にボード型マイコンが輸入さ
れ，入荷後すぐ完売との週刊誌の記事を見て，仙台丸
善でマイコン書籍を捜す（著者）。
7 月「システムズアプローチによる工事管理」を石川
六郎が上梓（後年，著者も入手して，数理計画手法に
よる機械土工の内容に驚愕）。
1978年／S53　2 月：GPS-bk Ⅰ打上げ。
11 月：博士論文「土木工事における施工計画のシス
テム化に関する研究」山本幸司を上梓（機械土工の数
理計画手法を網羅）。
1978年／S53 ～ 1984 年／S59　寒河江ダム本体工事
にダム統合管理システム（自動運行管理・測量（タキ
オメータ）・盛立システム等：図─ 3）を三井・飛島
JV が導入。
1979年／S54　9 月：マイコン御三家（コモドール
PET，Apple Ⅱ，タンデイ）の購入を検討していた
ところ，NEC が MS-BASIC 搭載の PC-8001 を発売，
即購入。作業能力計算，積算に利用する（著者）。こ
の頃，プログラム電卓が流行し始め，大学では SORD
のマイコンが使われていた。年末　Apple の S.Jobs
が Xerox 社の研究所 PARC を訪問，研究機 Alto の

GUI（マウス，ウインドウ，アイコン，フォルダ）に
驚嘆，商品化を目指し1984年のMacintoshに繋げる。
1980年／S55　線形計画法（LP）による最適土量配
分システムを開発，北西隅のルールと飛石法を適用。
施工情報分科会で教授に，「LP はオフコンでも 1 日掛
の計算になるので，PC では無理ではないか？」と言
われたが，切盛数の集約を工夫して対応（著者）。
同年　MC68000 出荷　
同年　この頃から光波測距儀が低価格化で普及，トー
タルステーションとして現場から巻尺を追放。
1981年／S56　1 月：CONEXPO’81 において，小松
がドプラセンサを搭載したリッパ自動制御のコンセプ
ト機 D555A を発表，注目を浴びたが，本当に動くの
か？との声もあった。6 月：米国の農地造成現場で，
回転レーザ利用のモータスクレーパ（写真─ 2）やラ
ンドレベラによる仕上げを視察（著者）。後年，日本
でも圃場整備の一般的装備となった。

8 月：PC-DOS（MS-DOS）搭載の IBM PC 発表，仕様
を公開したため PC/AT 互換機が沢山生まれ，PC 低
価格化に貢献。

図─ 2　小松の電磁誘導 DT

図─ 1　三保ダム 図─ 3　寒河江ダムの運行管理

図─ 4　D555A 写真─ 2　回転レーザ MS
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1982年／S57　10 月：PC-9801（16bit）発売，ビジネ
ス機として国内市場を占有。
1982～ 1992年／S57 ～ H4　「第五世代コンピュータ
Pj」
1983年／S58　山﨑建設が PC 地形情報処理システム

（断面モデル鳥瞰図）を開発
同年：海外道路工事に赴任，PC9801 を持参。プロッ
タは遅いので，出来形とマスカーブを組合せたグラフ
出力を工夫して，キャラクタ・プリンタで高速化。翌
年，三菱 Multi16（HDD）を導入し，国内自社開発の
機械日報処理と工種別工事管理システムを改編・導入
して運用（著者）。
同年：タンピングローラ 815（図─ 5 左）の走行自動
化（地磁気方位，車輪回転，操向角度を検知）をフジ
タ・東大・CAT 三菱が共同開発。
1983～ 1987年／S58 ～ S62　「エレクトロニクス利
用による建設技術高度化システムの開発（総プロ）」
1983～ 1987年／S58 ～ S62　「極限作業ロボット Pj」
1984 年／S59　1 月：Macintosh 発 売，GUI に よ る
PC 革命。6 月：Tron Pj（坂村健）始動。
1984・1985年／S59・S60 頃　油圧ローディングショ
ベルのバケット位置姿勢制御にマイコンを利用
1986年／S61　三菱重工と関東地建がダム浚渫用全自
動油圧バックホウを共同開発，台船上の MS300-8 を
マイコン制御。同年　ニューラルネットに誤差逆伝搬
法（バックプロパゲーション法）の利用が進む。
1987年／S62　三菱重工が宮ヶ瀬 RCD ダムの振動
ローラを自動化（図─ 5 右）

同年：山﨑建設が PC 地形情報処理システムを断面モ
デルからグリッド表示に改良。同年：神鋼が法面仕上
げ等が可能なセミオートバケットコントロールを発売
1988年／S63　6 月：第 5 回 国際建設ロボットシン
ポジウム（ISARC）を東京で開催。「ミリ波による遠
隔監視制御システム」を著者等が発表。同年　屋外作
業知能ロボット研究会（油田信一教授）に参加
同年：SLAMⅡによる待ち行列型の重機稼働シミュ
レータを開発（著者等：図─ 6）

1988年／S63 ～ 1993 年／H5　ロボテック研究所が
「ミリ波による遠隔監視制御システム」を研究開発（著
者は群管制グループを主導：図─ 10）。群管制 G の開
発環境はμVAXⅡ，開発環境に優れ，DECnet が銀行
LANに普及していた。OSのVMSは，後のWindowsNT
に継承される。
1989年／S64　4 月：オイル分析診断エキスパートシ
ステム MORES を山﨑建設が開発。
同年：Intergraph の 3D-CAD μStation32（UNIX）を
導入。当時，μStation は WS 上で動く米国標準 3D- 
CAD，今日の AutoCAD のようなものであったが，
当時の PC では能力不足で動かせなかった。これに道
路用 CAD InRoads を導入。当時，TIN（図─ 7）を
扱える国産アプリはなく，海外 3 社のものしかなかっ
た。工事用道路の設計や切盛展開図の作成に活用し
て，今日の CIM のフロントローディングを先取りし
ていた（著者等）。
同年　運用型 GPS-bk Ⅱ打上げ開始
昭和末期～平成初期　無人ダンプトラックを日鉄鉱業
と新 Cat 三菱が鳥形山石灰鉱山で協同開発，64 年に
77 t ダンプ CAT 777 を無人化，平成 4 年には 136 t
ダンプ CAT 785 の無人化を果たした。誘導方式は，
ジャイロと車輪回転によるデットレコニング，コーナ
キューブ補正（写真─ 5）。
1990年／H2　山﨑建設ロボット技術課が研究用移動
ロボット“LR1”（写真─ 7）を開発，筑波大学の「山
彦」をベースに VME-bus 仕様とし，段差走破用サス
ペンションを取付けて販売，評判となる。
同年：SiliconGraphics（SGI）と MetaSite（道路 3D- 
CAD）を導入して，TIN の高速化を図る（著者）。こ
の頃，標準3Dグラフィック言語はPhigsであったが，
SGI の GL が普及して業界標準となる。
1990年／H2 ～ 7　湘南国際村敷地造成工事で初の
GPS 運行管理システム（単独測位）を三井建設が導
入，CAT773 に GPS を搭載，山﨑建設が共同開発に
参加（写真─ 6）。
1991年／H3　MS-Windows3.1 を発表，Mac に遅れ

図─ 6　積込運搬の循環型待ち行列型シミュレーション

図─ 5　タンピングローラと振動ローラの自動化
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ること 7 年，漸く実用的な版となり，廉価なため爆発
的普及が始まる。　同年：水中法による地形シミュレー
ションと「走行シミュレーションⅡ」を開発，従来の
牽引力計算に加えて，ブレーキ性能計算とカーブでの
走行速度計算を行う（著者等 1））。
1992年／H4　2 月：油圧ショベルをモノレバー操作，
山﨑建設と東北大（中野栄二教授）が共同開発。
同年　無人ダンプトラック群の交通管制（閉塞制御に
よる追突防止，交差点制御）システムを開発（著者等3））。
同年：重機の 3D モデルを作成し，重機稼働アニメー
ションのコマ落し自動作成システムを開発（著者等2））。
1993年／H5　3 月：世界初のミリ波遠隔監視制御（電
波灯台，通信，障害物検知，自律走行，群制御：図─
10）の実証実験：ロボテック研究所（著者等が参加 5））。
9 月：図─ 11 はカーネギメロン大ロボット研究所の
自動積込バックホウ 4）である。2 基のレーザスキャナ
レンジファインダを搭載し，掘削材とダンプの形状を

認識して自動積込を行っている。後年，土木研究所で
も同様のシステムを研究している。
同年：コマツが無人ダンプ HD785（コーナキューブ
補正）を開発，初狩鉱業所に納入。
1994年／H6　3 月：普賢岳無人化施工試験フィール
ド工事。建設機械のラジオコントロールは，60 年代
後半から利用されていたが，雲仙普賢岳の災害復旧工
事では，多数の建設機械群を中距離以上で遠隔操作す
るために様々な問題が生じた。特に遠隔操作に必要な
映像情報の移動体伝送（無指向性）の電波が電波法上
使えないことから，さまざまな方法が検討された。写
真─ 10 右の映像伝送用 50 GHz 簡易無線機は，指向
性が鋭く各社が追尾法を工夫した。著者は技術提案，
クローラダンプ（D7＋20 t ダンプ）の開発と施工に
参加。コマツは開発間もない姿勢制御を重視したブ
レード自動制御ブルドーザD375を6工区に導入した。

写真─ 4　3D コンタと TIN 表示写真─ 3　グリッド表示

写真─ 7　LR1 図─ 8　走行シミュレーション

図─ 9　閉塞制御 写真─ 8　重機アニメーション

図─ 10　ミリ波遠隔監視制御システム 写真─ 9　管制室内

図─ 11　CMU-TRI の自動掘削・積込機

写真─ 10　雲仙普賢岳無人化施工と PasoLink

図─ 7　DTM の概念図と各種の DEM

写真─ 6　国際村の GPS-DT写真─ 5　鳥形山の無人 DT
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同年：RTK-GPS/On-The-Fly の出現に合わせて，
CAT が GPS 無人ダンプ（777C）の走行試験（往復
3.7 km）をテキサスの採石場で開始。MINExpo1996
で，デモ走行を中継するが，その後，研究はステルス
モードに入る。同年：間組がダム工事用の DT を想定
した車両 HIVACS の自動走行試験，ジャイロと車輪
回転検知のデットレコニング，コーナキューブ補正，
障害物検知は CCD カメラによる画像処理。
同年：Simul8 を導入し，待ち行列型ダンプ運行シミュ
レーションのモデリングに活用（著者等：図─ 12）。
12月：Netscape 公開，Webブラウザが普及し，Internet
が一般化する。

1995年／H7　雲仙普賢岳において，水無川 1 号砂防
ダムを無人化 RCC（Roller Compacted Concreate）
工法で施工
1996年／H8 年　4 月：早稲田大学長谷川幸男教授主
催の WASCOR-IF に参加（コロキアム：著者）。
5 月～：回転レーザ制御のバックホウの長期試験施工
を実施（著者等），片レバーでの法切制御が可能。本
機はトプコンが米国の会社を買収して製品化，これに
より情報化施工機器に参入することになる。
6月：第13回 国際建設ロボットシンポジウム（ISARC）
の東京開催。12 月：S.Jobs が Apple に復帰。
同年：「建設 CALS 整備基本構想」を建設省が策定
2000年／H12　3 月：建設省情報化施工促進検討委員
会が初の情報化施工（3D-MC）の実証試験を「小山
市 R4 バイパス改良工事」で実施。4 月：衛星通信を
利用した油圧ショベルの稼働状況遠隔管理システムを
日立建機が開発。5月：GPSのL1-C/AコードのSA（測
位精度低下）を解除，精度向上。6 月：「GPS を利用
した盛土の締固め管理に関する施工管理要領（素案）」
を道路公団が作成。8 月：CAD 標準フォーマット
SXF の開発完了。10 月：コマツの鉱山機械稼働管理
システム DISPATCH を国内で初受注。11 月：ホン
ダが ASIMO を発表。12 月：工事実績情報サービス
CORINS の Web 提供開始。
2001年／H13　3 月：情報化施工のビジョン「21 世

紀の建設現場を支える情報化施工」を発表。4 月：国
交省が電子納品を本格実施，NETIS を一般公開。8 月：
日立建機が i モード利用の盗難防止システム e-Guard
を開発。コマツがKOMTRAXをPC2000に標準装備。
同月：三宅島噴火災害復旧工事において，ブロック積
みを無人化施工。10月：コマツが自社建機のCADデー
タ集と採石 CAD「i-Rock」を発売。11 月「入札情報サー
ビス PPI」「電子入札システム」を国交省が無償公開。
12 月「盛土転圧情報化施工管理システム」を大成建
設が開発。
2002 年／H14　1 月： 高 精 度 盛 土 管 理 シ ス テ ム
COMPACT を大林組が開発。3 月：大規模土砂採取
工事管理 GIS」をハザマとジオスケープが共同開発。
電子基準点リアルタイムデータを国土地理院が民間に
開放。6 月：トキメックがブレード自動制御レーザシ
ステム「ハイグレード」を開発。7 月：CAD のデー
タフォーマットを原則 SXF（op21）形式に決定。同
月「測量成果電子納品要領（案）」を国交省が作成。8
月：日立が無指向性の映像伝送・ラジコン建機を発売。
9 月：JACIC の「会社情報化紹介（第 2 回）」に著者
等の情報化の取組みが掲載される。11 月：LandForm
の使用開始。同月：コマツがオートリターダを
HD465-7 に標準装備。
2003年／H15　1 月：PC の高速化に伴い AutoCAD 
Land Desktop を導入（SGI の MetaSite を代替）。
3 月「盛土締固め管理システム」の試行マニュアルを
国交省が作成。4月：国交省が電子入札を全面実施。「国
土情報 Web Mapping System」の運用を開始。同月：
関空 2 期 2 次揚土工事開始，空港島埋立に GPS ドー
ザ，GPS ローラによる厚層化締固めと情報化施工を
行う。7 月：国交省が電子納品の CAD データ交換
フォーマットを SXF（P21）に統一。JACIC が SFX 
Ver.3.0 を公開。国土地理院が統合数値地理情報「電
子国土」を Web 開設。9 月：コマツが関空 2 期埋立
2 次揚土工事で，3DNAVI & AutoBlade を試験施工。
12 月「TS･GPS を用いた盛土の締固め情報化施工管
理要領（案）」を国交省が通知。
2004 年／H16　3 月：DARPA/Ground Challenge 
2004 をモハーヴェ砂漠で開催，完走車なし。最長走

図─ 13　TS と GNSS 利用の情報化施工

図─ 12　ダンプ運行シミュレーション
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車カーネギメロン大の 11.8km（NHK がドキュメント
放映）。同月：国交省が「ロボット等による IT 施工
システム研究委員会」を発足。

同月：特許庁 HP 資料室が「高度情報化建設機械」
を公表，著者の報文が引用される。同月：トプコンと
コマツが情報化施工システム 2/3D Auto Blade の供
給契約。4 月：国交省が電子納品を全面導入。12 月：
コマツが米国で AHS を開発，チリ鉱山に導入。
2005年／H17　 6 月：ターゲット不要の写真測量機
DigiCats Stationをコマツが販売。同月「Google Earth」
を公開。7 月：国土地理院が 50 m メッシュ地形図の
立体視を Web 公開。8 月：CALS/EC 運用ガイドラ
インを改定。9月：Ray Kurzweil が「シンギュラリティ
は近い」を発刊。
10 月：DARPA/Grand Challenge 2005 開催，スタン
フォード大が優勝。
2006年／H18　2 月：スマートウェイの公開実験を国
総研で実施。3 月「CALS/EC アクションプログラム
2005」を国交省が策定。同月「Google Earth」正式版
をリリース。5 月：Silicon Graphics 社が倒産。10 月：
コマツがチリチュキカマタ鉱山での AHS 実用化実験
を報告。
2006 年～　ディープラーニングの研究が進む
2007 年／H19　1 月：Apple が iPhone を発表，GUI
によるポケコン革命。6 月に発売。9 月　河川土工の
TS 出来形管理を国交省が試行。
11 月　DARPA/Urban Challenge 2007 を開催，カー
ネギーメロン大（CAT スポンサー参加）が優勝。こ
れより市街地での自動運転開発競争が始まる。
2008 年／H20　4 月： 米 ア イ オ ワ 州 で Intelligent 
Compaction for Soil & HMA Workshop を開催。7 月

「情報化施工推進戦略」を国交省が策定。9 月：CAT
が自律発破穿孔機を開発。12 月：情報化施工ポータ
ルサイトが開設。同月：コマツの AHS5 台が豪 Rio 
Tint/ ウエストエンジェルス鉱山で稼働開始。
2009年／H21　3 月「CALS/EC アクションプログラ
ム 2008」を国交省が策定。7 月：日 立 建 機 が 加
Wenco 社を買収。11 月「情報化施工ガイドブック
2009」を JCMA が発刊。
2010年／H22　1 月：日立建機とクラリオンがオーバ
ビュモニタを共同開発。同月：Apple が iPad を発表，
アランケイのダイナブック概念を実現。7 月：CAT
アキュグレードの国内販売開始。同月「情報化施工の
実務」を JCMA が発刊。8 月：日立建機が油圧ショ
ベルのマシンガイダンスを発売。9 月：準天頂衛星「み
ちびき」を打上げ。

2010 年～：ディープラーニングが大きな潮流となる。
特徴量を自動抽出，基本は畳込み NNW。
2011年／H23　1 月：コマツの KOMTRAX 搭載車が
20 万台を突破。2 月：準天頂衛星「みちびき」を用い
た情報化施工実証試験を実施。2 月：IBM Watoson
が米クイズ番組で人間のクイズ王に勝利。5 月：
D-wave が世界初の商用量子コンピュータ（量子ア
ニ ー リ ン グ 方 式 ） を 発 表。11 月：Rio Tint が 豪
Pilbara でコマツ AHS150 台の運行を目指す。12 月：
パナソニックが「タフパッド」の受注開始。
2012年／H24　2 月：簡易 VR 利用の次世代無人化施
工技術を大林組が開発。4 月：原子炉建屋解体用の無
人化施工システムを開発。6 月：Deep Learning（深
層学習）の NNW が猫を自己認識したと Google/
X-Lab が発表。7 月：スパコン「京」が完成。9 月：
日立建機が AHS 開発を 5 年計画で推進。
2013年／H25　3 月：TS による出来形管理技術（土工）
を直轄工事で使用原則化。4 月「建設ロボット技術に
関する懇談会」が提言，著者も参加。同月：コマツが
全自動ブレード制御機D61EXi-23の市場投入を決定。
5 月：情報化施工技術の一般化・実用化の推進を各地
整に通達。8 月：ImPACT の骨子が決定。  同月：
DARPA/Robotics Challenge 2013　Trialで SCHAFT 
の S-One が首位となる。
同年：日立建機が豪州 Meandu 鉱山で AHS の試験走
行を開始。
同年：CIM のデータ入力に UAV（ドローン）による
空中写真測量 10）を山﨑建設が導入する。UAV と写真
測量解析ソフトウェアが近年，革新的な性能 UP と価
格破壊が行われ，一気に利便性が向上し，迅速に廉価
で可能となった。そのため広域地形測量の最有力な手
段となった。

2014年／H26 6 月：人工知能がチューリングテスト
に初合格。7 月：自律走行振動ローラを大成建設が開
発。8 月：IBM が neuromophic chip True North を
試作。10 月：コマツがインテリジェントマシンコン
トロール PC200i を市場投入。11 月：次世代無人化施
工技術研究組合（湯田信一理事長）が発足。12 月：
次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の現場検証

写真─ 11　UAV と自律飛行空撮
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（応急復旧）を雲仙普賢岳で 9 件 6 社実施。

3．i-Constructionの時代へ

2015年／H27 1 月：コマツの無人トラック AHS がチ
リと豪州で 80 台稼働中，Rio Tinto 社は 150 台までの
増車を計画。ライバルの BHP-Billion 社も CAT 製
AHS を導入しているが，150 台までの増車を計画中。
同月：コマツがスマートコンストラクションを翌月か
ら開始すると発表，UAV や 3D レーザスキャナ，車
載ステレオカメラ等から 3D 地形測量情報を得て，ク
ラウド（KomConnect）で ICT 建機と連係，リアル
タイムに施工計画シミュレーションに連動するとい
う。2 月：日立建機は豪州で試験中の無人 DT の試験
場を 7 月に拡大移転，300 tDT を 6 台用意，早期販売
を目指す。同月：コマツが ZMP に出資，ロボット技
術を次世代 ICT 建機に取込む。4 月：コマツと大阪
大学が「コマツみらい建機協働研究所」を阪大に開設，
建設・鉱山機械の遠隔化・自動化に向けた基盤・先行
研究拠点とする。コマツが GE と鉱山の効率的稼働管
理を行うビッグデータ解析で提携。自動ブレード制御
D155AXi を市場導入。同月：日立建機が豪州東部で
の無人ダンプ（AHS）走行試験を公開。5 月：鹿島建
設が建機自動化技術 A4CSEL を開発。9 月：コマツが
スマコン用クラウド KomConnect を開設。10 月：大
成建設が自律型の T-iRobo Breaker を開発。
11 月：国交省が i-Construction 構想と 2016 年度から
の推進を発表。
2016年／H28　2 月：国交省が i-Construction 推進の
ため「ICT 導入協議会」の初会合。同月：日立建機
が ConSite（ICT データレポートサービスの HP）を

開設。3 月：国土地理院が i-Construction 推進本部を
設置し，ランドバード GSI-LB を発足。4 月：コマツ
が ICT 建機の従来レンタルに加え，スマコンサポー
ト契約と共に販売を開始。同月：i-Construction 委員
会が「建設現場の生産革命」の報告書を国交省に提出。
同月：Terra Drone がドローンによるレーザ測量サー
ビスを開始。同月：日本 CAT が CAT CONNECT 
SOLUTION を発表，情報化施工推進 G を設置し，
i-Construction に対応，見える化は Vision Link 利用。
5 月：i-Const 型発注第 1 号工事の「泉郷改良工事」で，
UAV に よ る 起 工 測 量 を 実 施。9 月：Topcon が
Sitelink3D を公開。同月：安藤ハザマが TN 切羽 AI
自動評価システムを開発。同月：コマツがキャブレス
無人ダンプを発表，MINExpo2016 で展示（写真─
15）。写真─ 15 は，自律スロットドージングを行う
ASI 社の自律ブルドーザ。

10 月：大林組と大裕㈱が無人化施工用着脱式遠隔操
縦装置「サロゲート」を共同開発。
2017年／H29　1 月：鹿島建設が A4CSEL に自律ダン
プトラックを導入。2 月：トプコンが評定点不要のド
ローン測量，点群データ一元処理 MAGNET College，
GNSS 全衛星・信号（GPS，GLONASS，QZSS，Galileo，
BeiDou，L1，L2，L5）受信機 GR-5 を発売。3 月：大
成建設がダム原石採取工事管理用 T-iBlast DAM を開
発。同月：日立建機がクラウドに Trimble Connect を

図─ 14　AHS 全体図 写真─ 12　コマツの AHS

写真─ 13　CAT の AHS 写真─ 14　日立建機の AHS

図─ 15　i-Construction 構想

写真─ 15　キャブレス無人 DT 写真─ 16　Autonomous BD
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採用。5 月：大成建設が AI 次世代無人化施工システ
ムの開発に着手。同月：コマツと NTT ドコモが遠隔
制御 5G の実証実験を開始。6 月：日立建機 ICT 施工
ソリューションの中核 Solution Linkage Cloud の提供
開始。7 月：Bosch が LiDAR 量産へ。同月：コマツが
KomConnect と Trimble Connect を接続。コマツが
docomo等と協同運用の新プラットフォームLANDLOG
を発表。8 月：土木学会が「国土・土木と AI 懇談会」

（座長：坂村健）を設置。同月：点群処理の Trimble 
Business Center（出来形版）を販売開始。9 月：コ
マツがスマコン契約付 PC200i を発売。同月：日立建
機が Solution Linkage Assist 搭載の ICT 油圧ショベ
ル ZX200X を発表。同月：鹿島建設が A4CSEL の西
湘実験フィールドを開所。同月：日本 CAT が車両情
報管理 MY.CAT.COM，現場管理 VisionLink Unified 
Suite の提供開始。12 月：コマツと NVIDIA が AI 提
携，NVIDA Jetson を建機に搭載。同月：CAT が
Rio Tinto の Marandoo 鉱山において，19 台の 793F
を後付自律化契約。
2018年／H30　1 月：コマツの AHS が導入 10 周年を
迎え，稼働台数が 100 台を超える。同月：熊谷組がバッ
クホウと複数台の不整地運搬車をティーチングプレイ
バック方式でワンマン遠隔操作。2 月：安藤ハザマが
秋田大，筑波大と共同でマルチスペクトル利活用の地
質状況自動評価システムを開発，試験運用を開始。同
月：大林組と KDDI，NEC が 5G による建機遠隔施工
の実証実験，28 GHz 超多素子アンテナにより，4K3D
モニタに伝送。3 月：鹿島建設，コマツ，理科学研修
所が理科研革新知能統合研究センター内で自動化施工

（A4CSEL）に AI を活用する共同研究を開始。

4．おわりに

70 年代にコンピュータが普及し，数理計画や地形
情報処理の研究も進んだ。そして，マイクロプロセッ
サの登場が 80 年代のメカトロ化と PC 革命の道を啓
いた。90 年代は GUI とネットの普及，これらの要素
技術が収斂して，今世紀は情報化施工の時代となった。

さて，土工の情報化を小史としてまとめるに当たっ
て，史実の羅列だけでは無味乾燥なので，一土工技術
者として著者の関わった情報化の体験を斑な彩りとし
て織込み，全体を俯瞰した。紙幅の関係で総てを網羅
できず，洩れたものは多い。

ところで，この先の将来はどうなるか？　AI 利用
の取組みも始まっている。人間との協働から始まり，
徐々に AI にウエイトが移り，人間の役目は小さくな
る。シンギュラリティの到来を待つまでもなく，施工
計画作成能力は，文献等の過去のあらゆるビッグデー
タを活用できる AI に敵わなくなる。施工時の土質・
地質等の判断も，画像等の環境認識やデータベースと
強化学習で，人間の経験と知識を凌駕するようにな
る。そうなると，専門工事業者は不要で消滅し，業態
は大きく変わることになる。建機メーカかゼネコン
か，或いは新参者か，ソリューションを提供できるも
のが未来の施工を担うことになるだろう。
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1．はじめに

現在クボタは，中長期目標としてグローバル・メ
ジャー・ブランドになることを標榜している。これは，
最も多くのお客さまに信頼されるブランドになるとい
うことであり，このためには，今までのように単に製
品を販売するだけではなく，お客さまに製品を核とす
る新しいソリューションを提供，更には未だ見ぬ新し
い価値を創造していく企業に成長させていく必要があ
る（図─ 1）。

近年，ICT や IoT 技術をテコに新たなビジネスモ
デルを構築して事業を成長させる企業が見られるが，
クボタにとっても，ICT・IoT は注力している研究開
発分野の 1 つである。

飯　田　　　聡

日本農業は，高齢化による就農者の大幅な減少，農作物輸入の自由化などにより大きな転換点を迎えて
いる。このような状況下で日本農業を発展させていくためには，それを支える担い手にとって儲かる魅力
的なビジネスに変えていく必要がある。このためクボタは，次世代農業として ICT（Information and 
Communication Technology）や IoT（Internet of Things）を活用したスマート農業（①データ活用によ
る精密化，②自動化による超省力化）の研究開発とその普及を進めている。

クボタはこれまで，①精密化については KSAS（Kubota Smart Agri System）を，②超省力化につい
ては直進キープ田植機や自動運転トラクタ（アグリロボトラクタ SL60A）を上市してきたが，本稿では
これらに取り組んできた狙いと研究開発の状況を述べる。

更に，①②を連携させたスマート農業トータルソリューションの将来構想，その実現と普及に向けてク
リアしなければならない課題を述べるとともに，海外展開の考え方を示す。
キーワード：ICT，IoT，スマート農機，精密農業，自動・無人化農機

ICT・IoT による�
次世代農業への取り組み

本稿では，ICT・IoT 技術を活用する次世代のスマー
ト農業への取り組み状況や目指すべきビジョンについ
て報告する。

2．クボタが次世代農業に取り組む意義

（1）日本農業の現状と課題
今，日本農業は多くの課題を抱えており，大きな転

換期を迎えている。例えば，2000 年に 230 万戸あっ
た販売農家が 2015 年には 130 万戸とほぼ半減してい
る。日本農家の平均年齢は 67 歳以上と超高齢化して
おり，今後 10 年で更に半減するとの予測もある。

一方で，農業を主業とする担い手農家（プロ農家）
や営農集団が増えており，離農農家の農地委託等によ
りその規模を拡大している。農業政策としても，『規
模を拡大し生産の効率化』を促進するため，企業の農
業参入の容易化や農地バンク設置などの施策を打ち出
しており，2023 年に担い手が占める農地の割合は，
現状の 56％から 80％に達するとしている。また，
2018 年からはこれまで長年続いてきた減反政策も廃
止され，日本の農家はいよいよ自立をせまられている

（図─ 2）。
この状況において，クボタとしては，
① 日本農業が儲かる魅力的なビジネスとして独り立

ちすること図─ 1　クボタの成長の方向性
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② 中山間地を含む農村の活性化，及び農業の多面的
な機能の発現・維持

のための支援が重要な課題であると考えている。

（2）担い手農家の課題とクボタの取り組み
日本農業を支える土地利用型の担い手農家や営農組

合は，その規模拡大とともに次のような多くの課題に
直面している。

【担い手の課題】
①多数圃場管理の問題
　1）増加する作業者管理の問題
　2）収量，品質低下の問題
②省力化・軽労化，生産コストの削減
③生産品の高付加価値化
④人材育成（ノウハウの伝授）
⑤販路開拓・拡大
これらの課題解決のため，クボタでは次のような取

り組みを進めている。
【担い手に対する取り組み】

① 高性能・高耐久農機及び低価格農機の開発とサー
ビス体制の充実

②営農ソリューションの提案強化
　1） 鉄コーティング直播＋密播疎植栽培 による低

コスト化
　2）畑作・野菜作の機械化一貫体系構築 など
③ クボタファームの展開，米の輸出や玄米ペースト

事業など 6 次産業化による販売支援
日本農業を魅力ある儲かるビジネスに変えていくた

めには，これらに加えて農業システム全体を見える化
し，フードバリューチェーンの中で『市場に求められ
る作物を，求められる時期に，求められる量だけ（廃
棄の極小化）』作る仕組みを構築すること，すなわち
ICT・IoT 技術を活用したスマート農業システムの開
発と普及が不可欠である。

（3）日本農業の進化のステップ
図─ 3 は，日本農業の進化のステップを示している。
クボタは 1947 年に耕うん機の製造・販売で農機市

場に本格参入して以来，農家の困りごとに着目してイ
ノベーションを生み出しながら日本農業の機械化一貫
体系の構築に邁進してきた。そして現在，次世代農業
を支える①データ活用による精密化，②自動化による
超省力化を軸とするスマート農業について，2010 年
頃から本格的な研究開発を進めている。

3．データ活用による精密化

（1） 営農支援システム　KSAS（Kubota Smart Agri 

System）
スマート農業に本格的に取り組むにあたり，多くの

担い手農家にヒアリングし，現場の実際の課題や悩み
の把握を行った。「日本の田んぼは平均 0.2 ～ 0.3 ha/
枚と非常に狭い。そのため，例えば 40 ha の稲作農家
は 200 枚以上の田んぼを抱え，それぞれに異なる耕う
ん・田植えから収穫に至る一連の栽培プロセスの管理
に追われている。更に，規模拡大で増加した作業者の
管理の問題も発生している。その結果，収量や品質が
低下し，かけた労力と結果が釣り合わない場合があ
る。」このような現場の生の意見をベースに議論を重
ねた結果，当時既に存在した作業記録を目的としたソ
フトウェアを改良するのではなく，農機のセンサで情
報を収集し有効活用することで PDCA 型の精密農業
を行うという，それまでの日本にはない新しいシステ
ムの開発への挑戦を決めた。

こうしてクボタが独自に開発した営農・サービス支
援システム KSAS は，農業機械と ICT を利用して作
業・作物情報（収量，食味）を収集し活用することで，

「儲かる PDCA 型農業」を実現する新しいソリュー
ションである。

図─ 2　就農人口及び担い手が占める農地の割合

図─ 3　日本農業の進化のステップ
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全体構成は，図─ 4 に示す通り無線 LAN 通信機能
を搭載した『KSAS 農機』，作業者が作業記録と情報
の中継を行う『KSAS モバイル』，情報の蓄積と分析
を行う『KSAS クラウドサーバシステム』で構成され
ている。この上で営農支援システムと機械サービスシ
ステムが稼働しており，それぞれ次のような価値の提
供を狙いとしている。

【営農支援システム】
①高収量・良食味米づくり
②安心安全な農作物づくり（トレーサビリティ確保）
③農業経営基盤の強化（コスト分析と低減）

【機械サービスシステム】
・ 迅速で適切なサービスの提供によるダウンタイム

の低減
【データに基づく PDCA 型農業】

現行 KSAS の核となる食味収量コンバインは，グ
レンタンク内のもみ重量と食味の主要な代用特性であ
るタンパク含有率及び水分をリアルタイムに計測する
センサ（ロードセル及び近赤外分光分析センサ）を搭
載しており，計測データは，田んぼ 1 枚を刈り取る毎
に，コンバインの稼働データとともに KSAS モバイ
ルを通じてクラウドサーバに送られる。

担い手は，事務所のパソコンからクラウドサーバに
蓄積された作業日誌や圃場 1 枚ごとの収量・食味のば
らつき（図─ 5 左側参照）を一目で把握することが
できる。そのため，土壌分析と合わせることで圃場 1
枚ごとの特性に合わせた土壌改善や翌年の施肥設計が
可能となる。また，その設計した肥料の散布量データ
を，作業者のモバイルを介し KSAS 対応の施肥田植
機やトラクタに送信できる。受信した KSAS 農機は
散布量を自動で調量する機能を持っているため，農業
初心者でも簡単に，百枚以上の田んぼでも間違いなく

施肥を行うことができる。
このように，データ収集とそれを基にした作業計画

→栽培・収穫→データ収集…，というサイクルを回す
ことで収量や食味を上げるとともに施肥量や作業人
数・時間を適正化し農業経営を改善し続ける。これが，
これまでの日本農業にはなかった『データに基づく
PDCA 型農業』である（図─ 5）。

新潟県などでの 3 年間の実証テストでは，食味（た
んぱく含有率）の改善・安定化とともに 15％の収量
増加を確認している。これは 40 ha 規模で換算すると
約 30 トン以上の増収が期待できることになる。また，
食味値による米の仕分で美味しい米を高い価格で販売
することや，水分による乾燥機の仕分での品質の安定
化と乾燥コストの低減が可能である。

なお，この KSAS の開発は，図─ 6 に示す通りト
ラクタ・田植機・コンバイン等の製品開発を担当する
製品技術部と GPS や計測・制御技術など各種要素技
術に取り組む研究開発本部，そして営業やサービス部
門も含めた部門横断の全社プロジェクトを編成して進
めている。

また，KSAS は，クボタにとって初の B to C 製品（シ
ステム）であり，ビジネスとしても新たな挑戦が必要
であった。このため，クボタ本体の事業推進部門に加
え各販社のKSAS推進グループ，システム開発会社（ク
ボタシステムズ）等で事業運営組織を構築し，地域ご

図─ 4　現行 KSAS の全体像

図─ 5　KSAS の PDCA サイクル

図─ 6　KSAS プロジェクトの体制概要
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とのキャラバン活動や教育研修会開催などの普及活動
に取り組んできた。

このような ICT・IoT 技術を活用したシステムを担
い手農家や営農法人に使用してもらうにあたっては，
想定以上の時間と労力を要している。ただ，上記のよ
うな地道な活動により，2014 年 6 月のサービス開始
から約 4 年間で営農システムでは約 1,500 軒，サービ
スシステムを含む全軒数では 5,300 軒以上の契約を結
べている。登録圃場面積は 55,000 ha（平均 36 ha），
枚数では 25 万枚（平均 170 枚）になり，大規模な担
い手を中心に「圃場管理の効率が上がった」「米の収量・
品質が上がった」と高評価を得ている。

（2）KSASの進化の方向性
図─ 7 には，KSAS の進化の方向性を示している。

Step.1 は，稲作機械化一貫体系の中で各農機とのデー
タ連携による PDCA 型農業を実現することであり，
開発完了に向かいつつある。また，更に Step.2，3 と
進化させるべく研究開発を進めている。

【Step.1】機械化一貫体系とのデータ連携の拡張
① ポストハーベスト機器や中間管理機（乾燥システ

ム：2017 年 6 月に本格販売，中間管理機：2017
年 1 月からモニタ販売），更に農薬散布用ドロー
ンとのデータ連携を進めている。

② 水田稲作から麦・大豆など畑作にも展開中である。
【Step.2】日本型精密農業の確立

① 今後も圃場の基盤整備（合筆など）が進み圃場 1
枚の面積が拡大すると，圃場 1 枚の中でのバラツ
キの管理がますます重要になる。この要求に対応
するため，圃場内での土壌や生育環境，生育情報，
収量のバラツキをセンシングし，更に精緻な可変

施肥・施薬ができる農業機械システムの開発に取
り組んでいる。つまり，地図・地番情報（GIS）
を基に，農機やフィールドサーバでセンシングし
た圃場環境情報，ドローンや衛星でのリモートセ
ンシングによる生育情報，水管理情報に，気象や
種苗，肥料・農薬等資材情報などの外部データを
結び付けレイヤマップとして整理し，これらの蓄
積されたビッグデータを解析・活用することで可
変施肥や施薬を可能とすべく研究を進めている

（図─ 8）。
② また，レイヤマップの情報を基に，品種毎の生育

予測や病害虫発生予測を行いながら，外部環境の
変化に合わせて作業計画や水管理計画の修正・活
用ができるシステムの構築を目指している。

【Step.3】高度営農支援システムの構築
①  Step.2 の機能に加えて，会計システムや販売シ

ステムなど農家が用いる情報システム，流通網
や金融機関など市況情報等外部データ，更には
圃場水管理システムなどと連携し，これらから
得られるビッグデータを AI で分析・処理するこ
とで，土地利用型農家の利益が最大※となる事業
計画や作付計画の作成を支援できる高度営農シ
ミュレータに進化させていく予定である。

※  コストの最小化，栽培サイクルの最適化（土地
利用の極大化），作業の平準化，等を考慮

② また，何時，どこで，誰が，どの機械で作業する
と効率的か，最適な作業実行プランの作成を支援
できるようにしたいと考えている。

クボタは KSAS を農家にとって真に有益なシステ
ムにすることで，より多くの農業関係者に使用しても
らうことを目指している。そのためには，農地・地図，

図─ 7　KSAS の進化の方向性
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気象，土壌，生育モデルなど蓄積された官民データの
活用・連携が必須であり，他社農機や情報システムと
の連携も重要である。ただ，データ連携やシステム連
携はクボタ単独では進められないため，農業データ連
携基盤協議会（WAGRI）に参画することにより，農
業データ共通基盤の整備にも取り組んでいる。

4．自動化による超省力化

（1）自動化・無人化農機
ICT・IoT 技術を用いたデータの活用により栽培プ

ロセス管理や農業経営を効率化する KSAS に加えて，
耕うんや刈取りなど機械化済みの作業の効率を更に引
上げ，超省力で精密な作業を実現するため，ロボット
技術による農機の自動化・無人化の研究開発も進めて
いる。この自動化・無人化のレベルは，農水省の定義
としては 3 段階あり（図─ 9），クボタとしても市場
の要求を喚起すべく次のようなテーマに取り組んでい
る。

図─ 8　クボタのスマート農業トータルソリューションの将来構想とレイヤマップ

レベル①のオートステアは，高精度 GPS 装置を利
用した自動操舵の技術である。スマート農業で先行す
る欧米では 2000 年頃に大型トラクタで実用化されて
おり，既にポピュラーな技術である。

クボタでは 2015 年春にリリースした，日本メーカ
初の本格畑作市場向け大型（130-170 馬力）トラクタ
M7 シリーズからオートステア機能を採用している。
欧米では後発の本格畑作トラクタとなるが，直線だけ
でなく曲線経路も自動操舵できるオートステアの性能
の良さや，畑作トラクタ特有の大型インプルメントの
複雑な制御をシンプルに操作できるターミナルの開発
などにより高い支持を得ている。

また，2015 年秋からは直線キープ機能付き田植機
を販売している。既存のオートステアリング装置は大
型で高額であったため，安価なサブ m 級 GPS（D-GPS）
と IMU（慣性計測装置）を組合せた独自の制御方式
を開発することで，小型で安価なオートステアシステ
ムを実現した（価格上昇 10％）。結果，初心者でもベ
テランのような高精度の田植えができ，ストレスが大
幅に軽減されるということで，購入者のみならず「日
経優秀製品・サービス賞 最優秀賞」や「十大新製品賞」
を受賞するなど，各方面から高い評価を得ている。

レベル②は，有人監視下での自動化・無人化であり，
無人走行機と有人監視機の複数機による協調作業も含
まれる。このレベルは，システム体系が完成すると作
業効率が従来比で 1.3 ～ 1.5 倍に向上することが実証
試験で確認できており，現在，国内外の産官学で活発
に研究開発が進められている。

クボタでも KSAS と同様に関連部門で自動農機開
発プロジェクトを組織し，トラクタ，田植機，コンバ
インが 1 つのマップを共用し，協調・連携しながら自図─ 9　農業機械の自動化・無人化のステップ
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動運転するシステムの研究を進めている。
その第一弾として，2017 年秋から自動運転トラク

タ（アグリロボトラクタ SL60A）のモニタ販売を開
始した（図─ 10 中央）。高精度 GPS である RTK-GPS
を内作することで，無人機 1 台での自動運転作業，無
人機と有人機による 2 台協調運転作業，有人でのオー
トステアを可能とした。安全機能については，レーザ
スキャナや超音波ソナーを活用して人や障害物を高精
度に検知し確実に自動停止する機構，4 台のカメラで
周囲を常時監視できるシステムを搭載し，農水省で新
たに策定された自動運転トラクタの安全ガイドライン
及び現在検討中の ISO の安全基準に適合させている。
今後は本格販売に向けて改良を進めるとともに，自動
運転コンバイン・田植機も市場に投入していく予定で
ある（図─ 10）。

（2）自動・無人化農機の進化の方向性
自動・無人化農機の進化については，先ずレベル②

の完成を目指している。具体的には，先行するトラク
タだけでなく，コンバイン・田植機・草刈り機の自動
化を進めるとともに，制御システムを高度化し，外周
作業の無人化や傾斜地での畑作対応など圃場内作業の
更なる自動化を進めている。ただし，あらゆる農地へ
の対応は困難で，自動化用に圃場基盤の整備やレベル

③のための特区の設定を行政に働きかけている。
合わせて，GNSS（全球測位衛星システム）や安全

関連システムの VE（Value Engineering）も進めて
いる。また，内閣府が戦略的イノベーション創造プロ
グラム（SIP）で進める準天頂衛星システムへの対応
も推進中である。

次に，レベル③遠隔監視による完全無人化では，農
道を走行し，複数の圃場での無人作業を実現する必要
がある。これには，3D ダイナミックマップの活用な
ど自動車メーカの技術を取り入れること，無人農機の
異常復帰機能など安全システムの更なる高度化や監
視・制御の高速化のための 5 G など農業用高速通信イ
ンフラの整備が必要となる。なお，トラクタであれば
インプルメント装着状態での自動走行には道路交通法
の緩和が必要であり，技術開発以外の課題もある。こ
のように，レベル③の実現には，研究開発のみならず
政府や業界団体と協力して規格やインフラを整備する
必要があるなど，かなり高いハードルがある。

なお，自動・無人化農機は，単体運用ではその効果
は限定的である。このため，現在クボタでは，完全自
動ではない農機も含む複数農機の最適な運用・管理が
できるよう，図─ 11 に示す通り KSAS に連携する自
動農機の稼働支援システムを構築し，複数農機におけ
る最適走行ルートの作成を支援するとともに，自動農
機の情報を収集しモニタリング・活用できる仕組みの
構築を進めている。

（3）農作業の更なる省力化・軽労化
日本農業がこれからも継続していくためには，女性・

高齢者の力が不可欠であり，そのためには農作業の更
なる省力化・軽労化が必要である。この要求に応える
ため，ロボット技術を応用したアシストスーツの開発
も進めている。

まず第一弾として，2013 年に棚下作業向けに「ラ

図─ 10　自動運転トラクタ・田植機・コンバイン

図─ 11　KSAS と自動・無人化農機の連携
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クベスト」をリリースした。開発の狙い通り，果樹園
を中心に普及が進んでいる。

また，第二弾として，野菜用・果樹用のコンテナな
どの運搬作業向けにクボタオリジナルのウィンチ型パ
ワーアシストスーツ「WIN1」を開発し，2017 年 1 月
からモニタ販売を行っている。ジャガイモ農家などか
ら高い評価を得ており，現在は工場や物流業界など一
般産業用としての用途開拓も進めている（図─ 12）。

このような省力・軽労化のための機器は篤農家から
の要望が強く，今後も継続的に開発する予定である。

5．おわりに

今回報告したスマート農業は，ICT・IoT を用いて
農業を変革するものである。その狙いは，図─ 13 に
示す通りであり，国内農業の課題解決と発展のため，
これからも業界をリードしていきたいと考えている。

なお，クボタは明治～昭和の水道鉄管敷設を推進し
た国内最大の水道管メーカであるとともに，香川県豊
島の産業廃棄物不法投棄問題を解決まで導いた唯一の
環境プラント企業である。この領域においても，ICT・
IoTにより水環境分野の施設や設備を安価に遠隔監視・
診断できる共通プラットフォームである KSIS（Kubota 
Smart Infrastructure System）を開発し，実案件へ
の適用を進めている。今後，この KSIS を基に農業用
水管理システムを構築し，KSAS と連携させることで，
より効率的な農業システムを提供していく予定であ
る。

一方，海外については，アジアでは稲作地域や大規
模畑作地帯を中心に KSAS を展開していくことを検
討している。欧米については，各国の FMIS（精密農

図─ 13　クボタが目指す次世代農業のビジョン

図─ 12　アシストスーツ

図─ 14　スマート農業の構成概略とクボタの取り組み
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業システム）に適合するスマート農機（トラクタ＋イ
ンプルメント）を開発することで，世界農業の課題解
決にも貢献していくことを考えている（図─ 14）。

スマート農業の社会実装をクボタ単独で進めていく
ことはできない。このため，NTT グループとの連携
やデータ連携基盤協議会への参画など，オープンイノ
ベーション体制で研究開発と普及を進めている。クボ
タは，これからも次世代農業の実現に向けて尽力する
所存である。今一層の応援を頂ければ幸いである。
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メキシコでの
泥水式シールド工法技術指導

大　林　正　明

建設業は面白い，スケールの大きいものを作るのは
面白い，一品料理を地域毎に作るのは面白い。40 年
近く建設業でシールド工事に携わり，鉄道・道路・上
下水道・ガス・電力と色々なライフライン建設工事に
従事してきた。シールド工法は日本におけるソフトグ
ラウンドに対する技術として発展し，現在注目の工事
では，施工中の東京外郭環状道路（大泉 JCT から東
名 JCT），さらにリニア─中央新幹線のトンネルにも
採用される。

次にシールド工法の海外での展開を見てみると，英
仏海峡トンネル（ドーバー海峡トンネルまたはユーロ
トンネル海峡：1994 年 5 月完成），トルコ・ボスポラ
ス海峡横断鉄道トンネル（2013 年 10 月完成），さら
には中国での新幹線・地下鉄，台湾，シンガポール，
インド，インドネシア，ベトナム…での地下鉄工事に，
電力，上下水道等ライフライン建設に貢献している。

英仏海峡トンネル完成の 10 年前，メキシコシティ
の下水道工事に二度従事した経験を紹介したい。メキ
シコシティの土質は，テスココ湖を埋め立てたところ
に立地していることから，深さ 7 m ～ 300 m 付近ま
では水分を多く含む軟弱な地盤（メキシコクレイとい
われ泥水式シールド工法の泥水比重くらいの湿潤密度
の部分もある）であり，テルツァギーをして世界で最
も悪い土質といわしめた火山灰の沖積土である。

この超軟弱地盤で使用するシールド機械の設計，製
作，シールド工法にかかる諸設備の選定，輸出，工法
全体の技術指導の依頼を1978年に受けた。外径6.24 m
の機械設計，事前のパイロット工事としての 4.0 m 施
工も受注した。ところが 1981 年～ 1982 年のメキシコ
の経済不安の影響で 3 年間も機械および私達もスタン
バイを余儀なくされた。

その間，メキシコシティでは 4.0 m パイロット工事
の発進立坑の築造，地盤改良等を実施し，泥水式シー
ルド工法を現地で展開するために送付した施工計画に
基づき泥水沈殿池等の築造を行っていた。1984 年 5
月に設備進捗状況が，シールド機組立開始段階まで準
備されているか渡メキシコして確認し，一度帰国し状
況検討会を行い，6月に赴任した。このときのメンバー
は土木系 1 名，機械系 1 名，マシンメーカ機電各 1 名，

泥水式シールド工法の制御関連 1 名，セグメント製作
指導 1 名の計 6 名であった。

技術指導を今振りかえってみて，一言で言うならば
メキシコクレイもさることながら地位とプライドの高
いエンジニアおよび材料不足との戦いだった。作業服
さえも着ずに立坑の上から高見の見物を決め込むエン
ジニアをいかにして現場へ引きずり下ろすかが指導
チームの第一の仕事であった。第二の仕事は泥水式
シールド工法に対する予備知識が全くないエンジニア
への工法全般の教育であり，第三として，材料不足と
の戦いであった。

パイプ・レール・セグメントシール，鋼材，ボルト，
スパナ，チェーンブロック等が全くなく日本での作業
手順概念を捨てなければならなかった。ここは日本
じゃない，メキシコ流で実行しなければならないと
思っても，約束工程は全く消化できず，指導チームの
チームワークすら危機にさらされることが度々あっ
た。めぼしいエンジニアをマークしてマンツーマンで
指導・現場へ同行してはみるものの，彼らは作業員に
命令（指示じゃなく）するだけで自ら手を汚そうとは
しないし，セクショナリズムの塊であった。

オールラウンドなシールドエンジニアになって欲し
く，必要な業務を無理やり実施させた。材料不足につ
いては入手困難なものを除き品物はあるが値段が高く
現金取引のため私達が使用数量計画を出しても無視さ
れるのがほとんどだった。そこで特にクリティカルに
なる，パイプ，レール，シール等について初期掘進に
必要な数量が整うまでは掘進指導しないと通告し，坑
口にシールド機機首を貫入したまま 10 日間ほど作業
中止した。

この間，トンネル延長 15 m 分の材料しかないにも
かかわらず，何故掘進しないのかと詰め寄ってくるエ
ンジニアとの根比べの日々であった。このような状況
の中で私達指導チームを助けてくれたのはどんな作業
でも嫌な顔一つせず黙々とやってくれる陽気なメキシ
カンの作業員達だった。この人達だけが私達の心の支
えになり，何度も失いかけた指導への情熱を回復させ
てくれた。

指導を始めて約 2 ヶ月，50 リング掘進を過ぎたあ
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たりからエンジニアにも自覚が芽生え始め土木，機械，
電気のセクショナリズムもなくなり，私達にいわれな
くても自ら考え，自分たちの意思で掘進するようにな
り，これなら何とかやれるのではないかと思うように
なった。100 m の指導業務を終え帰日する時は，彼ら
だけで事故無く竣工できるだろうかと後ろ髪を引かれ
る思いだった。

1985 年のメキシコ地震の後，1986 年 12 月からメキ
シコDDF下水道局に対して，パイロットに続き6.24 m
のシールド機 2 機，泥水輸送設備等の機材輸出，技術
指導を始めた。2 現場施工で，仕上がり径も大きいた
め指導チームは 20 人程度の規模になった。2 年半の
彼らだけによる施工技術はかなり進歩しており，パイ
ロットのときのように苦労はしなかったが，私達も「こ
こは日本じゃないよメキシコだよ」に慣れたのかもし
れない。

建設業は面白い。土木のほうが面白い。都市地下空
間を掘るのはもっと面白い。建設業を卒業し今，建設
業の機械レンタル依存率が限りなく 100％に近い時代
に，建設業にエールをおくるレンタル業で 10 年。日
本の技術者が 30 数年前の彼の国のエンジニアに逆戻
りしないことに期待している昨今である。

最後に一言，メキシコで指導チームのメンバーが口
角泡をとばして説明している。おまえスペイン語喋れ
るの？いいえ僕は薩摩弁で喋っております。言葉は十
分に通じなくとも教える側と学ぶ側が意気通じれば技
術は伝わる。事務所ではジャパングリッシュ，現場で
はエスパングリッシュ，2 回も技術指導に行けばア
ミーゴの国が大好きになった。私達が帰日した後，月
進 500 m の噂がどこからか。
アスタ・マニアーナ！

─おおばやし　まさあき　㈱アクティオ  
本社広域営業部　専任部長，技術士（建設部門），建設業 OB ─
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私とパワースポット � 私と建設業
都　　　恵　美

私のパワースポット巡りは，かれこれ 17 年になろ
うとしている。

そのスタートは，私が女性でありながら 22 歳の時
に建設業へ飛び込んだことから始まった。

体を動かす事が大好きな私は，工場での単純作業や
スーパーのレジ係，ましてや事務仕事などは性格的に
どうしても合わない事が判っていたので，自分に妥協
しないためにも周りの反対を押切って今の会社にお世
話になった。

しかし，この男性社会，自分で選んだからと言って
も周りはなかなか認めてくれない。

優しい先輩ばかりだったが，腫物に触るように接し
てこられるので，なかなか同僚という扱いはされず，
ずっとひとり浮いてしまっている事に悩んだ。

そんな時何故か，ふと思い立って京都に一人出掛け
ることにした。
「この仕事をやっていけるのか？」と悲鳴を上げか

けている心を落ち着かせるために「京都の静かなお寺」
と検索して教えられた「常

じょうじゃっこうじ

寂光寺」に迷わず向かった。
そのお寺の名前にまず引き込まれたのだ。

それまでお寺参りなんて到底，縁のなかった私が（修
学旅行で一度行ったきりで，初詣さえ行ったことがな
かった）突然導かれるように出向いて行った事が，そ
もそも今思うと不思議なのだが。

そこは，紅葉が有名なお寺との事だったが，私が行っ
たのは 9 月の初旬でまだ紅葉には早かったものの，紅
葉以上に眩しいばかりの一面緑の景色に，ぽかんと口
を開けたまま立ち止まってしまっていた。

私は徳島県という自然豊かな土地で毎日を過ごして
いるが，こんなに自然に圧倒されたのは初めてであっ
た。

そのお寺に一歩踏み込んだだけで，私の悩みはとて
もちっぽけなものになり，「さあ明日からも頑張ろう」
という決意が，ほんの一瞬で自然にできてしまってい
た。

その後，長い階段を上がり，振り返った景色はとて
も言葉に表しようもない最高の絶景だった。

それまで，大きな建設現場や，山の開発事業にも携
わってきたが，突然それらがとても小さい世界に思え，

「私自身が男性との境界を強く引いてしまっていた事」
にも気付かされた。

常寂光寺にとどまったのは 1 時間少しという短い時
間だったが，全身に不思議な力が漲ったのを感じ，そ
の後はすべてをポジティブに考えている私自身に驚い
た。

当時私は，パワースポットと言う言葉を知らなかっ
たが，その時をきっかけにパワースポット巡りが唯一
の楽しみとなり，今では 1 年に 5 か所以上は出かけて
いる。

私のパワースポット巡りは「スピリチュアル」なも
のではなくて，ただただ自分を元気にさせてくれて，
癒しをくれて，何より「自分回復」をさせてくれる大
切なことになっている。

それといつも欠かさず忘れない事は，毎日大型ダン
プトラックに乗ったり，大型重機を操縦したりしてい
るので「怪我をしませんように！病気になりませんよ
うに！」というお祈りだ。

そのお蔭かどうかわからないが，今まで事故も病気
もなく元気で頑張れている。

写真─ 1　 国土交通省の ICT 活用工事 現場見学会にて①。大勢の皆さんに
囲まれ様々な質問を受けて大変緊張しました
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私の友人，知人には霊力や高いパワーを持った場所
に無闇に行くべきではないなんて言う人もいるが，大
きな御利益を望んでいるでもなく（宝くじに当たりま
すように！　なんて事はお願いしているが…当った事
もありません），ただ，忙しい毎日の中で唯一，自分
の身体と心に向き合う場所として，時間がとれた時，
パソコンで検索してヒットした場所へ，どこにでも出
向いている。

忙しい現場では 1 日 8 時間，大型ダンプで走り続け
ている運転技量・体力もあるので（笑），九州でも関
東でも近いのだ。

この15年間で100箇所以上のパワースポットを巡っ
てきたが，まだまだ行ってみたい場所がたくさんあり，
足腰が丈夫な間に屋久島にも，機会があれば海外にも
是非行ってみたいと思っている。
「私とパワースポット 私と建設業」の旅はまだまだ

これから先も，続けて行きたい。

追記
今月号が ICT の特集だとお聞きしたので，一言だ

け皆様に。
一昨年・昨年とマシンガイダンスバックホウとマシ

ンコントロールバックホウを操作させて頂く機会があ
り，最初戸惑いはあったが，短い時間で慣れる事がで
きてくると，とても楽しい機械である事がわかった。

私のような，単純な切土や積込作業しか経験のない
オペレーターが，法面整形工等という，私の周りでも
超ベテランしか与えて貰うことの出来ない重要任務に
就く機会を与えてもらえた事，また，ゆっくりだが，
仕上げる事ができたという自信と，楽しかったと言え
る仕事が出来たこと。これからの方々にお伝えしてい
きたいと思った。

今後ますます，建設 ICT の発展が，若い人たち・
若い女性たちに広がっていく事を楽しみに願ってい
る。

─みやこ　えみ　㈱大光建設─

写真─ 2　国土交通省の ICT 活用工事 現場見学会にて②
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平成 30 年度

日本建設機械施工大賞 
受賞業績（その 1）

受賞業績及び受賞者

■大賞部門　

最優秀賞

・建設機械の自動化による次世代建設生産システム
　（A4CSELⓇ：クワッドアクセル）
  鹿島建設㈱，㈱小松製作所
次世代の建設生産システムとして有益な技術である。建

設機械の自動化を実現し，省人化と生産性向上に大きく貢
献している。建設機械の自動化に対する技術者の関与をバ
ランスよく考慮している。今後も発展が期待される技術開
発であるなど，多くの委員により高く評価された。

優秀賞

・ 地下埋設物可視化システム（Shimz AR Eye  埋設
ビュー）の開発

  清水建設㈱，岡本　修，㈱菱友システムズ
埋設物の位置を精度良くタブレットに可視化でき，掘削

作業の安全性が向上した点は評価できる。技術としての完
成度が高く，将来の発展性も大いに期待できる。深度情報
の可視化も進めばさらなる発展が期待される。埋設物図面
が実際とずれている恐れがある場合もあり，過信は禁物な
ど，懸念も示されたが，多くの委員から高評価された。

日本建設機械施工大賞は，我が国の建設事業における建設機械及び建設施工に関する技術等に関して，調査・研究，技
術開発，実用化等により，その高度化に顕著な功績をあげたと認められる業績を表彰し，地域賞部門は，地域に根ざした
独自の視点に基づき，従来の施工方法・技術を改良したり，地域に普及させるなどの取り組みを通じて地域へ貢献してい
る業績を表彰し，もって国土の利用，開発及び保全並びに経済及び産業の発展に寄与することを目的としております。

平成 30 年度は，大賞部門には 10 件，地域賞部門には 2 件の応募があり，その中から日本建設機械施工大賞選考委員会
（委員長：深川良一　立命館大学教授）において厳正な審査を行った結果，下記のとおり，大賞部門で 5 件，地域賞部門
で 2 件が選考され，去る 6 月 12 日に開催された当協会通常総会後，表彰されましたのでご紹介致します。

なお，誌面の都合上，一部表記を原文とは異なる表現とさせていただいておりますことをお断りします。

選考委員会賞

・天井用車載型乾式研掃装置
  ㈱奥村組
作業員を苦渋作業から解放し，安全性を高められる技術

である。トンネル天井面の補修・補強は今後益々重要になっ
てくる。重要な提案である。トンネル補修等での高所上向
き作業の省力化への貢献は期待されるなど，ユニークなア
イデア・特徴を有することが評価された。

選考委員会賞

・大型風車組立リフトアップ工法「ウインドリフト」
  ㈱大林組，㈱巴技研
従来技術より建設コストは 10％程度縮減できるとのこ

と。今後の風車組立に貢献できる技術と思われる。風力発
電の重要性を考えると意義深い提案である。ウインドリフ
ト本体の組立，解体および繰り返し使用の良好性が検証さ
れれば，発展する可能性があるなど，秀でた特徴を有する
ことが評価された。

選考委員会賞

・鉄骨工事における情報化施工技術
  戸田建設㈱
経済的効果は高く評価できる。鉄骨工事における ICT

活用を進める重要な提案であるなど，ユニークな点が評価
された。
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■地域賞部門　

地域貢献賞

・ YDN（やんちゃな土木ネットワーク）の取り組みに
ついて

  ㈱山口土木
具体的な取り組み成果が出ることを期待する。取り組み

自体がユニークであり，今後各地へ波及していくことが期
待できるなど，地域貢献への将来性が評価された。

地域貢献賞

・ 舗装工における 3 次元データによる出来形管理方法に
ついて（実証及び検証）

  奥村組土木興業㈱
いわゆる ICT 施工であり，今後普及が進展することが

考えられる。広範囲な地域への展開が期待されることなど
が評価された。
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ISO/TC 127/SC 2/WG 22（ISO 17757土工機械及び鉱山 
―自律式機械・鉱山システム安全）

2017年 7月オーストラリア・ブリスベン国際作業グループ会議報告

標準部会 ISO/TC 127 土工機械委員会国際専門家（Expert）　竹田　幸司（コマツ）

国際標準化機構 ISO の専門委員会 TC 127（土工機
械）傘下の国際作業グループ ISO/TC 127/SC 2/WG 
22（ISO 17757 土工機械及び鉱山―自律式・半自律式
機械及び鉱山システム安全）作業グループ会議が
2017 年 7 月にオーストラリア国クイーンズランド州
ブリスベン市で開催され，前回 2 月に引き続き協会標
準部会 ISO/TC 127 土工機械委員会から国際専門家

（Expert）として出席した竹田幸司氏の報告を紹介す
る。
1　開催日：2017 年 7 月 27, 28 日
2　開催地： オーストラリア　クイーンズランド州　

ブリスベン市
　 　　　 The Christie Conference Centre（EMSRT

のホストで実施）
3　出席者：20 名

 米国 6 名，カナダ 2 名，ドイツ 2 名，イギリス 1 名，
オーストラリア 3 名，日本 6 名

4　会議概要： 
前回会合の後，ISO 17757 Part 1 の FDIS が発行さ

れたことから，今次会合は Part 2 に向けた準備とい
う形になり，意見をまとめるというよりはブレインス
トーミング議論が主なものとなった。これまで参加し
ていないメンバー（前日まで開催されていた ISO　
21815 の WG 会議から引き続き出席）も新たに参加し
た為，米国コンビナーが改めて趣旨を説明すると共に，
会議の進め方について以下の説明を行った。
－ ISO 17757は，当初，Autonomous and Semi-Autonomous 

Machine Safety からスタート，その後，Autonomous 
Machine and Semi-Autonomous Machine System 
Safety へ変更された。

－ 各国でローカルの標準があるのはよくないので，一
つの標準を使ってもらう。

－ ISO 17757 の次バージョンについて，どのような
チャレンジがあるか，ブレーンストームを実施する。

－ 各項目について，“優先度”及び“実施時期”とい
う層別を実施する。

上に沿って，まずブレインストーミングを実施し，
アイデアを出した。その後，Part 1 に関するコメント
のうちで“Later Project”としたものについてレ
ビューし，実施項目候補を決定した。それらについて
3 段階の優先度（High, Medium, Low）及び 3 段階の
実施時期（18 ヶ月，3-4 年，8 年）に切り分け，アクショ
ンアイテムを決定した。

今回の議論の特徴として，ISO 21815 の参加者と共
通しているためか，ISO 17757 Part 2 作成に際し ISO 
21815 を意識した議論に進むべきという視点があっ
た。また，従来は主に鉱山機械の関係者により実施さ
れていた為，どうしても鉱山中心の視点で議論が進ん
でいたが，今回は建設機械の関係者が多数参加してお
り，その視点での議論が目立っていた。なお，ISO 
17757 Part 1 に関し，多数のコメントを提出したス
ウェーデンの出席者はいなかった。スウェーデンから
は主にセキュリティ関係の技術的なコメントが多く，
セキュリティは Part 2 のスコープに入ることとなっ
ている。今後，スウェーデンの動きに注意が必要であ
る。

次回 WG 会合は，今回と同様，2017 年 10 月に実施
される ISO 21815 WG 会合に引き続き，ドイツ国フ
ランクフルトまたはベルリンで実施を予定する。

写真─ 1　 ISO/TC 127/SC 2/WG 22 会議風景
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5　議事： 
ブレインストーミングによりISO 17757 Part 2に含め

る項目を抽出した。それらを優先度（High，Medium，
Low）と実施時期（A，B，C，下記詳細）で層別した。
A） Amendment for omission（18 ヶ月）
B） Immediate version （直ちに ISO 17757 の新バー

ジョンで実施する。3-4 年）
C） Wait until next systematic revise （8 年）
1） EMC for added autonomous safety system on the 

machine shall comply with ISO 13766 （High, A）
自律用に追加されたシステムには，機械単体とは別

の追加的な EMC が必要なのではないかという議論。
最終的には上記文章を ISO 17757 に追加する事で進め
ることとした。
2）Cyber Security （High, B）

Cyber Security と言ってもスコープが大きすぎる
ので，何を意図しているかという議論。
＊ Malicious attach by electric means to control  the 
machine.

に対する対応が必要ということになり
＊ISO 17757 はあくまで Safety に関する事に注力
＊  Cyber Security としてはデータセキュリティも考え
られるが，ISO 17757 としてはスコープ外

という議論となった。
Cyber security としては“Do not”という視点で項

目をリストアップする事で実施する。たとえばネット
ワーク外部からの侵入を許してはならない，つまり
firewall のようなネットワーク分離が必要など。
3）Radio Equipment （High, A）

単に各地域の電波法を遵守するという文章を入れる
という事で合意。
4）Signage and Icons （Medium, B）

ISO 17757 Part 1 でも議論になったが，纏まりきら
ず に 後 回 し に な っ た も の。job site, on machine, 
remote stop, supervisory systemに必要という議論に
なったが，具体的に何を実施するかは決まっていない。
5）Remote Stop Control （High, B）

Provide more information for 
＊ stop mechanism
＊type of stops
＊machine interfaces
に対する定義が必要という事。Remote Emergency 
Stop はどうするのかという議論もあるため，どのよ
うに議論が進むか注意が必要。
6） V2V communication, V 2 Human communication 

（Medium, C）

Provision for using automotive industry（position, 
Speed, Direction, Path）

自動車産業の方向性をチェックする。これが唯一のC。
7） Autonomous responsibility for compliance （High, B）

divide  into parts  that apply  to  the manufacture, 
job site, integrator

自律システムの中での役割に応じた ISO 17757 順守
の方法があるのではという議論。なお，ISO 17757 の
従来の参加者は鉱山関係が多いため，job site -> mine 
site と言ってきているので，注意する必要があると建
設機械関係者からの指摘。
8） Harmonize with ISO 21815 collision avoidance 

requirements （Medium, B）
今回の議論の中で最も大きな話として，現在

Working Draft 段階である ISO 21815 との関係があげ
られる。会議の中では人が乗っている機械と無人機械
の CAAS が出力する情報は同じであるという事。ISO 
21815 の作業にも影響がある為，慎重に対応する必要
がある。
9） Braking and Steering adapted to autonomous 

operation for allowable speed, mass and steering 

angle.（High, A）
自律システムには物理状態に応じたブレーキ，ステ

アリングの要求があるべきという議論。実施期間 A
（18 ヶ月以内）になっているのは，特に新たな記述を
実施するものではなく，現在の規格にも書かれている
ものの見直しであり，作業量は多くないという事。
10）  Audit requirement for information incident 

reporting, specify minimum data to record duration

（Medium, B）
ISO 17757 の 13.1 Incident Record には必要な情報

が“store and recoverable”という記述があるが，事
故の解析のために必要なデータを定義する必要がある
のでは，という議論。
11） Requirement for small system such as single 

machine, small AOZ, only autonomous machine 

in AOZ. More speci f ic  requirement /  r isk 

assessment. （Medium, B）
小さなシステムに対する要求も必要では，という議

論。鉱山や砕石ではなく，コンパクタ単独システムな
どには，現在の ISO 17757 の要求は大きすぎるという
事。
12） Review marked DIS technical comments for future 

projects　（Medium, B）
前 回 WG 会 合 の DIS コ メ ン ト の う ち，“Later 

project”となっていたコメントのフォローを実施。
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主なコメントは cyber security に関する内容であり，
次回プロジェクトで実施する事が合意されている。た
だし，“tampering に対する対処が必要”という記述
があるが，tampering の定義が不明のため，どのよう
に対応されるか注意が必要。その他細かい件もあった
が，特筆すべき事項はなし。

今後，以下を実施する。
1． High, Aとされた3つの項目に関してamendment

を作成する。
2． High, B や Medium, B とされた項目等について

WG で作業を実施する。
3． 自動機械の停止や Collision Avoidance に関する

新規の案文を検討する。
特に 3 の自動機械停止について，カナダの参加者は

「停止には次の 3 種類がある」：
① 車が壊れてもいいからとにかく停止する。

② 車の動きをコントロールした状態ですぐに停止す
る。

③ 現在の作業を終わらせた後に停止できるところで
停止する。

と主張しており，これを軸にして案文が作成される
と予想する。
6　今後の予定： 

2017 年   7 月　今次 WG 報告の回付
2017 年   8 月　 ISO 17757 amendment用のNew Work 

Item Proposal 準備
2017 年   9 月　次回 WG 会合の予定連絡
2017 年 10 月　 自動機械の停止システムに関する

New Wok Item Proposal 準備
2017 年 10 月　 次回 WG 予定 ドイツ国フランクフ

ルトまたはベルリン
  以上
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ISO/TC 127/SC 2/WG 22（ISO 17757土工機械及び鉱山 
―自律式機械・鉱山システム安全）

2017年 10月ドイツ・フランクフルト国際作業グループ会議報告

標準部会 ISO/TC 127 土工機械委員会国際専門家（Expert）　竹田　幸司（コマツ）

国際標準化機構 ISO の専門委員会 TC 127（土工機
械）傘下の国際作業グループ ISO/TC 127/SC 2/WG 
22（ISO 17757 土工機械及び鉱山―自律式・半自律式
機械及び鉱山システム安全）作業グループ会議が
2017年10月にドイツ国フランクフルト市で開催され，
前回 7 月に引き続き協会標準部会 ISO/TC 127 土工機
械委員会から国際専門家（Expert）として出席した
竹田幸司氏の報告を紹介する。
1　開催日：2017 年 10 月 19, 20 日
2　開催地： ドイツ連邦共和国ヘッセン州フランクフ

ルト・アム・マイン市
　 　　　 Fortbildungsakademie  Zahnmedizin 

Hessen GmbH 内の会議室 Gießen
3　出席者：17 名

 米国 4 名（コンビナーを含む），カナダ 2 名，ドイ
ツ 3 名（TC 82 事務局を含む），イギリス 1 名，オー
ストラリア 2 名，日本 5 名

4　会議概要： 
前回ブリスベン会合では，ISO 17757 Part 2 に関す

るブレインストーミング議論が実施された。その際に
抽出された 3 項目の Amendment 候補と，12 項目の
その他の改善候補から議論が再開された。最終的には
Amendment 候補として 1. Cyber Security，2. 標準
遵守のための責任の所在の明確化，3. 章のタイトルの
単純な誤記，4. その他の編集上の誤記を付け加えた計
7 項目の Amendment 発行をめざすこととなった。ド
ラフトを完了させ，JWG のメンバーに送付する。

最近の当 WG は ISO 21815 の会合後に実施される
ことが恒例となっており，次回も 2018 年 1 月の ISO 
21815 会合に引き続き，東京で実施が予定されている。
5　議事： 
1）ブリスベンのフォローアップ

3 つのアメンドメント候補
1）EMC
2）Brake / Steering
3）Radio communication

及びブレインストーミングで見つけた 12 点に関す
る改善案の紹介。 
2）TC 82と TC 127をどのように協業させるか

TC 82 が参加したことにより，どのように協業する
かの議論だが，結論が出ないことを予想しての議論で
あり，無意味にも思えた。ポイントとしては
・ Remote Stop などは TC 82 などでも議論されてい

るので同じ方法にしておきたい。
・ TC 82 は鉱山全体なのでクラッシャやコンベヤなど

も含めた上で，何を stop するべきか考える必要が
ある。

・ 通常，TC 82 事務局は TC 127 の New Work Item 
Proposal を見ることはない。
 （ただ，ISO 17757はTC 82とのjoint projectであり，
そんな筈はない）

・ TC 82 だけでなく，TC 195 建設用機械及び装置と
の協業も考慮要。

など。TC 195 も JCMA が事務局であり，協業は問題
ないが，TC 82 の活動に関しては日本側からの参加が
難しい状況は変わっていない。
3）Amendment

ブリスベン会議での 3 点に 4 点が追加され，以下 7
点が候補となった。

写真─ 1　Fortbildungsakademie Zahnmedizin Hessen GmbH
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Amendment であり，大きな議論になる項目は追加
できないようだが，Cyber security は議論になること
が予想され，このまま Amendment に入るかどうか
は不透明。
（1）EMC
The autonomous  system shall  comply with  the 

EMC requirements in ISO 13766. 
という文章を追加。既存規格に適合という記述であ

り，影響範囲は小さいと予想。（事務局注：2018 年 5
月に ISO 13766 改正版が発行され，国内への影響は甚
大となっている）
（2）Braking / Steering
自動システム特有のスピード，重量，ステアリング

角度などが定義されるべきでは，という議論。Adhoc 
working group を作成することとなった。11 月に
WebEx 会議を開催（日本時間早朝 5 時～），報告者
も参加する。
（3）Radio
Restriction for radio communication may apply for 

autonomous system locations.
を追加。各国独自の規則があることを婉曲に表現し

たと理解できる。
（4）Cyber Security
Cyber  Security  should  be  considered  for 

autonomous system. e.g. 27001, 27002, etc.
の文面が追加できないかというもの。既存規格でカ

バーできないと判断された場合は，独自に ISO 17757
固有の Cyber Security リスクを記載する形式をとる
ことになっている。ISO 27001の文書をWGで取得し，
配布される予定。
（5）Autonomous responsibility for compliance
ISO 17757 で規定される各項目の compliance に関

し，誰が責任を有するかを表でまとめるもの。他の標
準でも実施されているものがある。コンビナー以下の
グループで案文を作成する。
（6）Clause Communication title duplicate
条項の表題に重複がある，という単純な編集上の問

題がまだ残っていた。標準の信頼性にかかわる為，修
正する。
（7）Review other editorial corrections
念の為，コンビナーが最新の ISO 17757 文書を取得

し，WG に配布する。
以 上 を 12 月 ま で に 実 施 し， 次 回 の 会 合 で

Amendment の最終案を決定する。
4）Remote Isolation

Remote Isolation に関することでの Work Item が

できないかというオーストラリア専門家の提案。
ISO  15817 （Safety  requirements  for  remote 

operation control system）に準拠した考え方を実施
すればよいという議論になっているが，そこから機械
の停止の話が議論された。カナダの専門家によると
・機械が壊れてもいいからできるだけ早く停止する
・コントロールした状態ですぐに停止する
・可能なときに停止する
の 3 つがある，という主張。これにあわせてエンジン
を停止すべきかどうかという議論もあったが，OEM
の参加者からは否定的な意見が出されている。
5）ISO 21815との協業

停止に関して議論が出てきたときに ISO 21815 との
協業の話があった。ISO 21815 としては
（1） 機器間の通信仕様（プロトコル，周波数帯）な

どは規定しない。
（2） トラック側の CAN プロトコルについて ISO 

21815 が指定する機能を網羅するように決定。
さらにはコネクタの形状やピンアサインなども
決定。

という方向で進んでいるとのこと。自動車の車─車間
通信では，たとえば ISO 15628 のように（1）も規定
されているが，ISO 21815 としては独自の考え方で進
んでいるとのこと。もし（2）だけだとすると，技術
上の課題よりも，正しく指令が出ているかどうかの検
証が必要になる。
6）外部からの移動指示をするための共通プロトコル

米国専門家からの提案。報告者の理解では，ステア
リング，アクセル，ブレーキ，前後進切り替え，ウイ
ンカーなどの車の走行に必要な指示が外部からできる
ように共通プロトコルを作るというのが意図。そのよ
うなプロトコルに基づく車が事故を起こした場合，責
任の所在を明確にするのは難しくなると予想され，

写真─ 2　ISO/TC 127/SC 2/WG 22 会議風景
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liability 上の問題があるとは想像できるが，議論の中
では標準は liability 上の問題を規定する訳ではないと
いう意見も出された。今後，新たな標準を作成する方
向へ進むことも予想される。
7）サイン

自動機械特有のサインが必要なのではないかという
議論。ISO 17757の初期のころから議論されているが，
デザインなどの難しさからなかなか合意に至ることが
できないテーマ。コンビナーが情報収集することと
なった。
8）ログデータのレコード要求

システムの安全性向上など，システム改善につなが
るイベントに関してはログをとる必要があるのではな

いかという議論。継続審議となった。
9）小型システムに関する要求

鉱山などではなく，ロードコンパクタなど小さいシ
ステム / オペレーションで動く自動機械に関する標準
が必要ではないかという議論。この件に関しても継続
審議となった。

6　今後の予定： 
2017 年 12 月　 Amendment ドラフトを完了，JWG

メンバーに送付
2018 年  1 月　次回 WG 予定 日本　東京
  以上
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ISO/TC 127/SC 2/WG 22（ISO 17757土工機械及び鉱山 
―自律式機械・鉱山システム安全）

2018年 1月 東京国際作業グループ会議報告

標準部会 ISO/TC 127 土工機械委員会国際専門家（Expert）　西嶋　章治（コマツ）

国際標準化機構 ISO の専門委員会 TC 127（土工機
械）傘下の国際作業グループ ISO/TC 127/SC 2/WG 
22（ISO 17757 土工機械及び鉱山―自律式・半自律式
機械及び鉱山システム安全）作業グループ会議が
2018 年 1 月に東京で開催され，協会標準部会 ISO/
TC 127 土工機械委員会から国際専門家（Expert）と
して出席した西嶋章治氏の報告を紹介する。
1　開催日：2018 年 1 月 25, 26 日
2　開催地：機械振興会館
3　出席者：17 名

 米国 5 名，カナダ 2 名，ドイツ 2 名，イギリス 1 名，
オーストラリア 1 名，日本 6 名

4　会議概要： 
ISO 17757 は昨年発行され，今回，そのフィードバッ

クとして得た新たなコメントの検討，および追加項目
（Part 2）の検討をするために WG 会合が開催された。

会議は，イントロダクションとして Part 2 に向けた
WG 会合を開始する旨を紹介したのち，事前に準備さ
れていた議事内容を順次議論する形で進められた。
5　議事： 
・ ASAM の EMC 規格（ISO 13766）への遵守

EMC の要求は，国や地域によって差がある。その
ため一律で遵守することを規格に入れるのは困難かも
しれないという議論がなされた。最終的には，最初の
ステップとして ISO 13766 をレビューして，ASAM
に対して適用できるかを確認することとなった。
・Brake & Steering System の修正案
テスト条件によっては，ASAM では指定速度まで出
さないなどの Limitation があることがあり，確認テ
ストが出来ない場合が出てくる。そのような場合のた
めに，柔軟性を持たせる文言を入れることが提案され
た。内容検討の上，提案の文言を入れる方向で進める。
・Cyber Security

Cyber Security という文言は相応しくないという
議論から始まった。Communication Security という
案もあったが，もう少し狭義の意味を持つ Information 

Security と改めることとなった。また，参照例として
記載する ISO 27001,  ISO 27002 については，Note の
中の一例として示すこととした。

Information Security におけるリスクについては専
門的な知識も必要という議論がされた。本件は次回の
WG においても引き続き議論する。
・Autonomous Responsibility

ISO 17757 の適合に関して，各項目の Responsibility
を明確にしてはどうかという議論が行われた。各項目
に 対 し て Manufacture/Integrator/Site Operator の
いずれか（または複数）が Responsibility を持つとい
う表を例として出すことを検討したが，例として出す
ことで固定概念が出来上がり柔軟性を欠くことになり
かねないため，Responsibility に例を入れることは避
けることとなった。

ISO 17757 の適合を明示するチェック表は添付し，
責任業者がサインする形式とする方向で検討すること
となった。
6　今後の予定： 

今回議論した内容の詳細検討および追加項目検討を
行う。

2018 年 4 月  Joint Working Group （Berlin） 
2018 年 7 月  Joint Working Group （Canada）
  以上

写真─ 1　 ISO/TC 127/SC 2/WG 22 会議風景
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ISO/TC 127/SC 2/JWG 28（ISO 21815土工機械―衝突気付き及び回避）
2017年 7月 第 4回 ブリスベン 国際ジョイント作業グループ会議報告

標準部会 ISO/TC 127/SC 2/JWG 28 幹事　西脇　徹郎（一般社団法人日本建設機械施工協会）

国際標準化機構 ISO の専門委員会 TC 127（土工機
械）傘下の国際ジョイント作業グループ ISO/TC 
127/SC 2/JWG 28（ISO 21815 土工機械―衝突気付き
及び回避）第 4 回 JWG 会議が 2017 年 7 月にオース
トラリア国ブリスベン市で開催され，同作業グループ
の幹事として出席した事務局による会議報告を紹介す
る。
1　開催日：2017 年 7 月 24 日（月）～ 26 日（水）
2　開催地： オーストラリア連邦クィーンズランド州

ブリスベン市
3　出席者：21 名（+WebEx 参加 2 名）

 米国（ANSI）6 名，オーストラリア（SA）3 名，
カナダ（SCC）2 名，ドイツ（DIN）1 名，英国（BSI）
1 名，日本（JISC）7 名

4　会議概要：
重ダンプトラックなどと周囲の車輌，作業員などと

の衝突を回避するため，土工機械に周囲の障害物の近
接を感知するセンサ及びそれを判断するシステム及び
それに基づく警報及び操作系への衝突回避動作（制動
装置の作動など）を処理する機器を搭載することが鉱
山では増加している。この作業グループで推進する
ISO 21815 は，第 1 部ではそのような場合の共通的な
性能要求事項及び試験について規定，第 2 部ではセン
サなどの機器と母機側の制御系との交信インター
フェースを，第 3 部では露天掘り鉱山での特有の事項
を規定する規格案である。しかし，海外の機器製造業
者及びその製品を土工機械に後付けする鉱山業者側主
体で技術進展している問題があり，今回会議では，規
格案の作成を進め，また，Editing group 設立など検
討体制を整えるとともに，特に主要論点として次の事
項を検討した。
1）機器と母機とのデータの交信について規定する第
2 部のデータ項目を，施工現場データ交換を規定する
ISO 15143 のデータ辞書に登録すべきかの点に関し
て，ISO 15143 では互換性のあるデータ流通を前提と
しており，母機の特定の性能に関連する母機と制御系
との交信はそうではないとして ISO 15143 には触れな
いこととした。ただし，本来，母機側とのすり合わせ

によって性能を発揮すべき機器であるが，機器及び鉱
山関係者はプラグアンドプレイととらえている節があ
り，今後とも母機側とのすり合わせを無視した動きと
ならないよう注意して対応する必要がある。
2）ドイツ提案により，衝突気付き及び回避 CAAS の
ほかに，衝突気付き CAS，衝突回避 CAvS をそれぞ
れ規定することとなったが，日本担当で改正中の ISO 
16001=JIS A 8338 危険検知及び視覚補助の附属書 I
の形態認識装置は CAS と重複と思われるが，FDIS
段階の ISO 16001 は当面改正案発行を優先し，ISO 
21815 の CAS との調整はその後としたいところであ
る。
5．次回開催予定：2017 年 10 月 16 日～ 18 日にドイツ
国フランクフルトアムマイン市のドイツ機械工業連盟
VDMA で予定
＝＝＝議事メモ＝＝＝
A.1 会議開催そのものの事務的事項等：オーストラリ
ア国規格協会 SA （Standards Australia） の事務局か
ら，会議の事務的事項等（会議時間割など）について
説明があった。
A.2 開会及び出席専門家の自己紹介：7 月 24 日午前 9
時にコンビナーの挨拶で開会，続いて，前述の各国専
門家が自己紹介を行った。
A.3 議事案承認：議事案文書 ISO/TC 127/SC 2/JWG28 
N 52 を承認した。
A.4 各作業原案に対する各専門家意見の検討，及び直
近に改訂されたものも含め，各作業原案の検討―第 1

部（性能要求事項及び試験），第 2部（機械上での交
信インターフェース），第 3部（露天掘り鉱山で使用
する機械の性能要求事項）：コンビナーが今回会議に
おける検討方針を説明の後，第 1 部～第 3 部を検討し
た。 
A.4.1 第 1部（性能要求事項及び試験）の検討：主と
して次のように検討した。
1）CAS Collision Awareness Systemを定義すべきなど
とのドイツからの意見：この ISO 21815 は，もともと
衝突回避が対象で，警報だけならば ISO 16001（危険
検知装置及び視覚補助装置）の ODS Object detection 
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system（障害物検知装置）ではないかとの論議に対
して，衝突の可能性の高まりに応じてレベルの異なる
警報を出すことがあるとしてCASなども定義，（なお，
地下鉱山で実際に適用されているとして）衝突回避だ
けの CAvS Collision Avoidance System も定義とな
り，箇条 3 に 3.1 から順に CAS, CAvS, CAAS（本来
の衝突気付き及び回避装置で，まず，衝突可能性に気
付き，続いて，危険の程度を評価してそれに応じて警
報し，更に衝突回避するよう自動操作）を定義して，
各装置の形式を明確に分類することとなった。また，
それらの機能分類を説明するため，ドイツ提案の分類
表を附属書に参考として記載とされた。
付記：日本担当で近日中に FDIS 投票に進む ISO 
16001 の改正案では，附属書 I（形態認識装置）にて，
機械からの距離に応じて警報（遠距離では人体を形態
認識して警報，近距離では形態にかかわらず警報）し
ているのと重複の懸念はあるが，ISO 16001 はいった
ん改正発行にこぎつけることを優先し，それからの論
議としたいところである。
・ 上記に伴い，機能などの分類で，各段階に対して対

応する用語を定義してはとの意見もあったが，第 1
部のプロジェクトリーダ（以下 PL と表記）は，以
前の論議で，却って誤解をあたえるので現状のよう
に Phase 0,  .. Action A, …などとした経緯がある，
として却下した。

・ PDS Proximity Detection System定義要との意見：
PDS を定義との意見があり，どのように定義すべ
きかに関して若干の論議があった（付記：第 2 部で
定義されている）。

2） MDG 2007（ニューサウスウェールズ州 Trade and 

Investment Mine Safety発行のGuideline for the selection 

and implementation of collision management systems 

for mining）との対応及び Level 7, Level 8, Level 9に
関する記述の必要性に関して：前者は直近に改訂され
た第 1 部案文（SC 2/JWG 28 N 61）に追加した附属
書 Annex C（Informative 参考）で対応関係を扱って
いることが受け入れられ，後者は附属書で参考として
追記することとされた。
3）4.4の標題を Manual deactivation/reactivation of 

CAAS by operatorからMode shift of CAAS by operator

に変更した理由：PL が説明，CAAS が作動してしま
うことが不適切な状況での一時的な機能停止を示すと
論議され，Temporary Suspension of operation といっ
た表現とすることとされた。

なお，“override”ではないかとの意見もあったが，
この表記は 4.3.6 で運転員の操作を優先させる意味で

使用しているので不具合とされた。
また，もっと長い時間の機能停止に関しては，4.6

同様に管理者の許可が必要とされ，その旨を別箇条を
起こして規定とされた。
4）運転取扱説明書：取説は，一般的な事項を非限定
的に記述とされ，また，ドイツからは（衝突気付き及
び回避に関して衝突の可能性の筋書きを示す）シナリ
オと，そのシナリオに対応して装置ができること，ま
た，検知範囲，制約事項，可能な事項，性能などを記
して，使用者が各装置を比較できるような情報を記す
べきとされた。
5）まえがき及び適用範囲並びに附属書 A（シナリオ）：
案文の附属書 A で露天掘り鉱山でのシナリオを示し
ていることについての論議に関連して，まえがき及び
適用範囲で，特定の用途について特定のパートを参照
する旨を記述要とされた。また，附属書Aに関しては，
より単純化して一般的な内容とすべきとされた。
6）一般要求事項（細分箇条 4.1）：
・ ISO 13766 EMC に関連して，各国法規制との関係

に触れられたが，当面様子見か？　となった。
・ 機能安全に関して論議となり，いずれにしてもシス

テム全体としては，既存の規格などを遵守して安全
を図ること，後付けのシステムに関しては，母機の
安全度を劣化させないこととされ，結局
 “4.1.3 Safety-related pars of CAAS shall meet the 
requirements  of  ISO 19014-3  for  environmental 
conditions.
 4.1.4 CAAS shall be designed to  functional safety 
standards （e.g.,  ISO  15998,  ISO  13849  or  IEC 
61508） or method giving similar protection.
 The addition of CAAS shall not have a negative 
impact  on  the  functional  safety  of  the  base 
machine”とされた。

A.4.2 第 2部（交信インターフェース）の検討
1）Editing group設置：案文を整備するため，Editing 
Group を設置することとした（オーストラリア，米国，
日本）。
2）SAE J1939参照の是非：SAE J1939（Serial Control 
and Communications Heavy Duty Vehicle Network，
商用車向けの標準化された通信ネットワーク）参照だ
けでよいのか，ISOBUS（Tractors and machinery for 
agriculture  and  forestry─Serial  control  and 
communications data network，農業機械で使用され
ている通信プロトコル）も考慮か ? となったが，当面
SAE だけを参照することとなった。
3）ISO 15143データ辞書への登録：第 2 部で扱うデー
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タ項目を ISO 15143-2 のデータ辞書に登録すべきかが
問題とされたが，位置や速度など互換性のあるデータ
であれば互換性のあるデータの交換・流通を目的とす
る ISO 15143 の対象となるが，第 2 部のデータの大部
分は機械制御の信号など機械型式ごとに互換性の無い
データと思われることから，ISO 15143 には触れない
こととなった。

（2 日目以降の論議）
4）適用範囲：第 2 部の適用範囲に関して，母機とサー
ドパーティの供給する PDS との間のインターフェー
スを規定する旨の表記とすべきとの意見が出された
が，“サードパーティ”という表記は（取引面での見
方で，技術的なものではなく）不適切とされた。

また，（TC 127 の土工機械だけでなく）TC 195 の
道路建設機械や TC 82 の鉱山機械も適用分野に含め
るべきと論議された。
5）用語及び定義：母機を用語 base machine として
定義している点に関して，機械の“本体”との誤解の
おそれがあり不具合とされ，また，PDS に関しては
適切に定義すべきとされた。
A.4.3 第 3部（露天掘り鉱山で使用する機械の性能要
求事項）の検討
1）適用範囲の露天掘り鉱山そのものに関する論議：
鉱山では，外部からの入場は制限されており，限られ
た作業者だけが入場を許されるとの指摘があったのに
対して，欧米では鉱山は適切に管理されている筈であ
るが，南アジアなどでは必ずしもそうではないとされ，
それらの論議から，衝突のリスクのある範囲 Collision 
risk area は一義的には定義できないのではないかと
論議された。現状の技術を考慮すれば，固定的な要求
事項は実際的ではなく，特定の条件の下での基準とな
る旨論議され，定量的な基準設定は容易でなく，定性
的な基準設定となるのではとされた。

また，第 1 部と第 3 部の棲み分けに関して，第 1 部
では共通事項を，第 3 部では露天掘り鉱山に特化した
事項を扱うことが再度確認とされ，現状第 3 部案文に
ある共通事項の第 1 部への移管，第 3 部では，露天掘
り鉱山だけのシナリオを前提とする（試験条件含め）
などの線引き要とされた。
2）各規定項目に関する検討：
・ collision risk area：用語 collision risk area の定義に

関して再検討された。
・ 附属書 D（Stopping distance calculation）：停止距

離の設定に必要な事項の標準化に関して論議され，
ISO 3450 参照などと論議されたが，個別機種（か
つ特定の使用条件）により異なるはずなので，PDS

側と母機メーカ側の論議が嚙み合わないように感じ
られた。

A.5 まとめ
1）前段の論議
・ 試験結果に関する資料：オーストラリアが示した試

験結果に関する資料（の表）について，これをどの
ように適用するか，PL が検討することとなった。

・ 特定の条件での試験に関して：オーストラリアは，
運転員が目視できない領域に他の物体又は人が存在
し，かつ動作することがあると示唆し，そのような
物体などとの衝突を回避する必要があることを ISO 
21815 で考慮要である旨を指摘した。

・ 試験条件に関して：試験条件に関して，機器の能力
を示す基準でなければならない，一般的に適用でき
る標準的な試験条件が必要などと指摘され，これに
対して，実現可能なものでなければならないなどと
も論議された。　

2）まとめ（前述と重複）
2-1）第 1部関係
・ CAS，CAvS，CAASの分類表：ドイツ意見によっ

て（第 1 部の）附属書として含める。
・ 誤信号：現時点で誤信号に関する規定は含めないこ

ととなったが，更に検討要。
・案文の修正：コンビナー及び第 1 部 PL で実施。
・第 1部と第 3部の整合：今後実施。
・一時的機能停止：意図せずに停止は不可とされた。
・ （より長期の）機能停止：権限のある者だけが機能

停止実施可
・ 待機状態：待機状態は，Deactivation test から除く

こととされた。
・ 取扱説明書：性能についてのマップを示すべきとさ

れた。
・制御系の機能安全：文面を改善とされた。
2-2）第 2部：
・ SAE J1939：SAE J1939 の登録を進める。なお，所

要の項目の追加を検討する。
・PDS：従来案からの考え方で扱う。
・ ISO 15143-2データ辞書との関連：ISO 15143-2 の

データ辞書は，互換性のあるデータ項目を扱うが，
ISO 21815-2 のデータ項目は大部分がそうではない

（今後，互換性のある周囲データなどを扱うように
なれば，それらに限って ISO 15143-2 登録となるか
もしれないが）。

・ ハッキングに対する脆弱性：CANBUS は容易にハッ
キングされるのではないかとの懸念が指摘された。

2-3）第 3部：
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・ シナリオと試験の対応：第 1 部の Editing group で
更に検討とされた。

・ ブレーキ停止距離：ISO 3450 参照は実際的かとの
論議があった。

A.6 今後の業務段階などに関して：
・ 次の段階：ISO/TC 127/SC 2 での CD 投票に進め

るべきことが指摘されたが，それ以前に WD 段階
での更なる検討要とされた。

・ 日程延長：現行日程の DIS 登録期限（2018 年 8 月）
を延長する必要があり，36 ヶ月日程を 48 ヶ月日程
に延長するか，或いは，一旦取り下げて再度新業務
提案するかを含め要検討とされた。

・ 当面の予定：第 1 部と第 3 部の整合のための WebEx
会議開催とされた。

A.7 次回作業グループ会合（10月 16日～ 18日にフ
ランクフルトアムマインで予定）へ向けての予定及び
作業担当：
・SAE J1939データ項目登録
・各 PLは改定案文を 9月 15日までに配布
・ 第 2部案文整備のための特設グループ指名：オー
ストラリア，米国，日本

A.8 閉会：2017 年 7 月 26 日 17 時
  以上
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ISO/TC 127/SC 2/JWG 28（ISO 21815土工機械―衝突気付き及び回避）
2017年 10月 第 5回 フランクフルト 国際ジョイント作業グループ会議報告

標準部会 ISO/TC 127/SC 2/JWG 28 国際ジョイント作業グループ主査　岡 ゆかり（コマツ）

国際標準化機構 ISO の専門委員会 TC 127（土工機
械）傘下の国際ジョイント作業グループ ISO/TC 127/
SC 2/JWG 28（ISO 21815 土工機械―衝突気付き及び
回避）第 5 回 JWG 会議が 2017 年 10 月にドイツ国フ
ランクフルト市で開催され，同グループコンビナーと
して会議を運営したコマツ 岡氏による会議報告を紹
介する。
1　開催日：2017 年 10 月 16 日（月）～ 18 日（水）
2　開催地： ドイツ国フランクフルト・アム・マイン市 

VDMA（Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau: ドイツ機械工業連盟） 

3　出席者：16 名（+WebEx 参加 1 名）
　 米国（ANSI）3 名，オーストラリア（SA）2 名，

カナダ（SCC）2 名，ドイツ（DIN）3 名，英国（BSI）
1 名，日本（JISC）5 名 なお，セクター別の構成は
OEM 10，コンサルタント 2，テクノロジー・ソ
リューション系 2，団体 2，エネルギー会社 1

4　会議概要：
2016 年 7 月東京，2016 年 10 月東京，2017 年 3 月

サンディエゴ（米），2017 年 7 月ブリスベン（豪）に
続く第 5 回目の会合。以下の構成となっている。
・第 1部：一般
・第 2部：車体 - 検知装置間の通信プロトコル
・第 3部：露天掘り鉱山
・第 4部：坑内掘り鉱山機械　※現時点で案文なし
・第 5部：建設機械　※現時点で案文なし
前回第4回会合までの進捗：前回までの会合で第1部・ 
第 2 部の大まかな構成が固まりつつあり，特に第 2 部
の通信プロトコルについては詳細について一定の合意
が取れた。一方，第 3 部は第 1 部との整合も含め，議
論が進行中である。
5　議事：
5.1　第 1部：一般

前回合意した基本的な用語の定義を再度見直した結
果，以下で合意された。
○  Collision Warning System（CWS）…周囲の障害物

との衝突危険レベルに応じて警告を発するシステ
ム（障害物検知システム ODS とは異なり，危険レ

ベルを判断する何らかの知能を持つ）
○  Collision Avoidance System（CAS）…周囲の障害

物との衝突危険レベルに応じて自動介入制御を行
うシステム（警告を発する機能を持っていてもよ
い）

○ 両方を総称するシステムの名称は定義しない
システムの機能の解除に関する名称が複数存在してお

り（Temporary Suspension，Override，Stand-by mode，
Disablement，Bypass，NOP）それぞれの定義や機能，
遷移方法などについて多くの時間を割いたが，結論は
出ず，引き続き議論が必要である。

機械メーカ，PDS メーカ，システムインテグレー
タそれぞれの役割と責任分担を記載することになっ
た。

試験方法のうち，機械の種類によらない内容につい
ては，第 1 部に記載することで合意された。

PDS 単体と，機械に PDS を加えたシステム全体と
では，それぞれ試験方法が異なることで合意。また，
PDS を含まない機械のみの試験方法は記載しないこ
とで合意された。
5.2　第 2部：車体 - 検知装置間の通信プロトコル

細かい内容が詰められてきた。
プロトコルの内容については EMESRT を中心に審

議 ISO 作業部会メンバーからも概ね賛成を得て，先
行して SAE への登録申請を行うことで合意された。

データディクショナリを ISO 15143 と同様のメカニ
ズムで作ることができるか事務局に打診する。また，
Part 2 の中にデータディクショナリの更新方法につい
て記載する。

現在は CAN に限定された議論しか行っていない。
ISO-BUS を盛り込むのであれば農業セクターの知見
を集める。

各コマンドの定義で不明確な部分は，文言を追加・
修正する。

起こり得る不具合モードをリスト化し記載すること
で合意された。

PDS の取説の記載内容についての記載はこの部に
追加する。
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5.3　第 3部：露天掘り鉱山
■リスクエリアについて

リスクエリアとは，つまりシステムが検知すべき範
囲のことである。ここ 3 回ほどの会議で，一貫して上
記にあるとおりリスクエリアについて紹介がされた。
このリスクエリアの算定方法と考え方が第 3 部の中心
を成しているが，これは「露天掘り鉱山」に限定され
る話ではない。よって，入れるとすれば第 1 部とする。
■ユースケースシナリオと試験方法について

ユースケースシナリオを Part 3, 4, 5 の Annex とし
て試験方法・条件を詳細に記述することで合意された。
一般的な機械のコンフィギュレーションを示し，各シ
ナリオを機械種別ごとにテストする方法を定義する。
試験の合否判定は合格／不合格（＝衝突回避／衝突）
とし，測定は必要としないという意見が出された。ま
た，PDS メーカー（2）OEM（3）システムインテグレー
タの 3 者に対する要求項目を明確にすることも議論さ
れた。

N72 に 11 のシナリオがあるが，この資料を叩き台
としてシナリオの定義，使用制限（サプライヤによる
宣言）を固めていく。

5.4　その他のパート
第 4 部（坑内掘り鉱山），第 5 部（建設機械）とも

ドラフトを執筆したい国，専門家が現れない状態であ
ることから，積極的には進捗させていない。ただし，
試験方法を記載することになったため，作業が開始さ
れれば第 3 部に倣うことになる。
6　今後の予定：

2018 年 1 月 22 ～ 24 日に東京の機械振興会館会議
室にて開催予定。なお，ISO 17757 （Autonomous）
会議も 1 月 25 ～ 26 日に同じ場所で開催される予定。
7　所見：

NWIP が出された時点から現在まで，現場別のパー
トに分けられていたが，議論を重ねるうちに製品別の
規格としたほうが良いのではないかという意見が出て
きている。その一方，現時点では技術的に語れる製品
群はダンプが中心となっており，その他は議論を煮詰
めることが難しい。このような状況下で最終的にどの
ような構成にすべきかをワーキンググループで検討し
ていきたい。
  以上
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ISO/TC 127/SC 2/JWG 28（ISO 21815土工機械―衝突気付き及び回避）
2018年 1月 第 6回 東京国際ジョイント作業グループ会議報告

標準部会 ISO/TC 127/SC 2/JWG 28 国際ジョイント作業グループ主査　岡　ゆかり（コマツ）

国際標準化機構 ISO の専門委員会 TC 127（土工機
械）傘下の国際ジョイント作業グループ ISO/TC 
127/SC 2/JWG 28（ISO 21815 土工機械―衝突気付き
及び回避）第 6 回 JWG 会議が 2018 年 1 月に東京で
開催され，同グループコンビナーとして会議を運営し
たコマツ 岡氏による会議報告を紹介する。
1　開催日：2018 年 1 月 22 日（月）～ 24 日（水）
2　開催地：東京 機械振興会館内会議室（B2-2）
3　出席者：26 名

 米国（ANSI）6 名，オーストラリア（SA）2 名，
カナダ（SCC）2 名，ドイツ（DIN）2 名，英国（BSI）
1 名，日本（JISC）15 名 なお，セクター別の構成
は OEM 17，コンサルタント 3，テクノロジー・ソ
リューション系 1，団体 1，エネルギー会社 1
会議に先立ち TC 82（鉱山）事務局が専門家募集を

行い，TC 82/SC 8（先進的自動化鉱山システム 分科
委員会）委員長（カナダ）が今回の会議から参加。
4　会議概要：

2016 年 7 月東京，2016 年 10 月東京，2017 年 3 月
サンディエゴ（米），2017 年 7 月ブリスベン（豪），
2017 年 10 月フランクフルト（独）に続く第 6 回目の
会合。以下の構成となっている。
・第 1部：一般
・第 2部：車体 - 検知装置間の通信プロトコル
・第 3部：露天掘り鉱山
・ 第 4部：坑内掘り鉱山機械　※現時点で案文なし，

今後オーストラリアの専門家を中心に執筆予定
・第 5部：建設機械　※現時点で案文なし
前回第 5回会合までの進捗：前回までの会合で第 1 部
の基本的用語（Collision Warning System，Collision 
Avoidance System 等）の合意形成ができた一方で，
システムの機能解除や遷移の方法については結論に
至っていない。試験方法のうち，機械種別によらない
ものは第 1 部に記載することで合意。第 2 部の通信プ
ロトコルについては一定の合意を得た。データをディ
クショナリへ追加する方法については検討中。第 3 部
は第 1 部との整合取りが継続，またユースケースシナ
リオに基づいてのテスト方法を盛り込むことが提案さ

れた。
5　議事：
5.1　第 1部：一般

現時点でのドラフトに記載されている項目のレ
ビューをひと通り完了した。
フェーズとアクションについて

第 5 回会議で合意を得た CWS（collision warning 
system），CAS-1（collision avoidance system without 
warning），CAS-2（collision avoidance system with 
warning）をいま一度整理し，衝突リスクレベルに応
じてフェーズ（0 ～ 2）を時間軸・空間軸で表現した。
また，これまで繰り返し議論されてきた，CAS を含
めた機能安全の考え方と同様に，ISO 3450 要求のブ
レーキ性能についてもシステムを付加することによっ
て負の影響を与えないこととすることを確認した。
衝突回避装置のオーバーライドや機能の中断について
の考え方

衝突回避に向けてのシステム状態遷移図を用いて整
理を行った。また，オペレータや現場管理者によるオー
バーライド，機能の一時中断と復帰について議論を
行った。
試験方法

本規格は検知された対象に対して衝突被害を最小限
にすることが性能要求の核となり，第 1 部（一般）で
は標準状態に於ける「検知→衝突前に停止」について
の試験方法を扱う。現場ごとのユースケースシナリオ
に基づいた試験方法は第 3 部～第 5 部に記載する。
5.2　第 2部：車体 - 検知装置間の通信プロトコル

細かい内容が詰められてきた第 5 回会議での案文に
対し，会議直前に新たな追加項目が数多く出された。
前回の合意内容で案文に反映されていない部分があっ
たため，次回提出のものに織り込む。
J1939 オンボードコミュニケーションプロトコル

今回の会議では変更点の紹介にとどめ，各専門家が
持ち帰り検討，意見をプロジェクトリーダに提出，そ
れを踏まえて案文の改訂版を 3 月中旬に出すこととし
た。
「デジタル I/O インターフェース」（有線の On/Off



103建設機械施工 Vol.70　No.7　July　2018

回線，地下鉱山の現場で主に用いられている）記載要
否について意見があった。既存の規格の有無をオース
トラリアが次回までに調べる。
データディクショナリ

ISO 15143 で構築されたデータ追加の仕組みを参考
にするが，ISO 21815 におけるその必要性も含めて継
続検討する。
5.3　第 3部：露天掘り鉱山

前回までの案文との大きな相違点は，露天掘り現場
でのユースケースシナリオに基づいた試験方法を
Annex に入れたことである。オーストラリアから 11
のシナリオが提案されたが，実際には作業負荷が大き
すぎて現実的ではない。アドホックグループを作成し，
内容を見直す。

本文中のリスクエリア（システムが検知すべき範囲）
についての考え方は，現行案には現存技術では実現困
難な性能要求が含まれるため，継続検討する。露天掘
りに限定されない内容に関しては第 1 部に移動するこ
とも視野に入れる。
5.4　その他のパート

第 4 部（坑内掘り鉱山）を執筆開始する動きが出て
いる。オーストラリアの専門家（OEM）を中心に進
めていく予定。まずは第 3 部（露天掘り鉱山）の骨子
を固め，それをベースに地下鉱山固有の内容を反映さ
せていく。第 5 部（建設機械）はドラフトを執筆した
い国，専門家が未だ現れない状態である。
6　今後の予定：

2018 年 4 月 18 ～ 20日にドイツ・ベルリンの VDMA
会議室にて開催予定。なお，ISO 17757 （Autonomous）

会議も 4 月 16 ～ 17 日に同じ場所で実施される（翌週
4 月 23 ～ 28 日はフランス・パリにて Intermat 開催）。
7　所見：

国内委員会での事前会合で，現場別のパート分けで
はなく製品別の規格としたほうが良いという案が出さ
れたが，作業グループ会議では，マイニング固有の環
境や要求を鑑みると現時点でのパート分けが妥当であ
るという意見が多かった。なお，今の段階では大半の
議論がマイニングダンプを想定して行われている。

今回の会議から TC 82/SC 8 先進的自動化鉱山シス
テムの分科委員長が直接参加することになった。TC 
82 の O メンバー国である日本にとっては，ISO 21815
を通じて TC 82 とのチャンネルを拡大する良い機会
になるのではないかと考える。

  以上

写真─ 1　ISO/TC 127/SC 2/JWG 28 会議風景
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ISO/TC 127/SC 3/WG 5（施工現場情報交換）
2018年 3月東京国際作業グループ会議報告

標準部会 ISO/TC 127/SC 3 国際作業グループ幹事　西脇　徹郎（協会事務局）

国際標準化機構 ISO の専門委員会 TC 127（土工機
械）傘下の国際作業グループ ISO/TC 127/SC 3/WG 
5（ISO 15143 土工機械及び走行式道路工事機構─施
工現場情報交換）WG 会議が 2018 年 3 月に東京で開
催され，同グループ国際幹事である西脇徹郎氏の会議
報告を紹介する。
1　開催日：2018 年 3 月 13 日（火）～ 15 日（木）
2　開催地： 東京 機械振興会館内順繰りに B2-2，B3-6，

協会会議室で開催
3　出席者：28 名

米国（ANSI）8 名，英国（BSI）1 名，イタリア（UNI）
1 名，日本（JISC）18 名

共同コンビナー兼共同プロジェクトリーダ（PL）：
米国及び日本

背景：2017 年 6 月に開催された ISO/TC 127 広島
総会において，RTK-GNSS による位置情報に基づく
施工などに関する ISO 15143「第 4 部：施工現場の地
形データ」技術仕様書 TS（Technical Specification）
の制定を目指す旨を米国が提案した。その後，新業
務として投票の結果承認され，まず，適用範囲の検
討を行うべく ISO/TC 127/SC 3/WG 5 国際作業グ
ループ会議を東京で開催することとなった。また，
既発行の「第 3 部：テレマティクスデータ」につい
ても，制定後に生じた各種問題を検討することと
なった。

4　会議結果概要： 
4.1　第 4部の主要検討結果：
・ 第 4 部の適用範囲について，情報化機械施工の入出

力データを授受するサーバ間の双方向の通信から検
討する方向となっている。

・ 情報化施工における実装標準として，次の各項など
を宿題として検討することとなった。

－  LandXML による設計データの拡張
－  RTK 補正データの様式についての RTCM との連携
－ 作業結果データの表記：KML 及び GeoJSON の適用
－ 位置についての正確さ・精度・解像度を表記するメ

タデータ

－ 位置データを取得したときの機器の状態を記述する
メタデータ

－ 適用済み基準に含まれる作業結果データの様式の調
査

－ 座標系の変換について
4.2　第 3部の主要検討結果：
・ 主として米国からの修正提案については，通常の改

正として実施することとなった。
・ 第 3 部の XSD ファイルのメンテナンスを早急に

JCMA 所管に移転とされた。
5　次回会議予定：平成 30 年 7 月 10 日（火）～ 12 日

（木）東京にて再度開催とされた。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝議事＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
A.1　開会 （2018年 3月 13日（火）9:30）：共同コン
ビナーが開会した。
A.2　出席者点呼：出席専門家が自己紹介を行った（出
席者は延べ 28 名）。
A.3　議事案承認：事前に配布された議事案文書にも
とづいて議事を進めることとされた。ただし議事順序
は後述の如く都合によって手直しした。
A.4　共同コンビナーによる報告：特になし
A.5　ISO/AWi TS 15143-4 「第 4部：施工現場地形デー
タ」の検討：出席専門家の都合によって 3 月 13 日午
後は第 3 部を検討のため，3 月 13 日午前・14 日・15
日に検討することとなった。
A.5.1　新業務提案 ISO/NPTS 15143-4 「土工機械及び
走行式道路工事機械─施工現場情報交換─第 4部：施
工現場地形データ」投票結果：投票結果文書を参照し
て新業務承認の旨が報告された。
A.5.2　ISO/TS 15143-4の適用範囲の検討：次のよう
に検討した。
・ 米国例共同コンビナーがマシンコントロールのため

の施工現場地形データの適用範囲の考え方を説明し
た。

・ SC 3 議長が ISO 15143 規格群（土工機械及び走行
式道路工事機械─施工現場情報交換─第 1 部：シス
テム構成，第 2 部：データ辞書，第 3 部：テレマティ
クスデータ）の適用範囲を説明し，新業務の第 4 部
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で新たに何を標準化するのかを問うた。
・ 日本例共同コンビナーが建設産業における情報技術

の導入について説明した。
・ SC 3 議長が第 4 部は第 1 ～第 2 部の追補で（対応）

できないかと問うた。
・ これに対して米国専門家は「第 1 部及び第 2 部は

ISO 15143 を開発する基礎部分を意図しているのに
対し，第 4 部は施工現場の地形を通信する特定の場
合を扱うので，第 1 部の追補とするのは望ましくな
い」と発言した。

・ 日本専門家が「第 4 部は何らかのシステムを規定す
る（ことになる）」と発言し，米国専門家も同意した。

・ 他の米国専門家は「第 3 部と第 4 部は実装（標準）
である」と発言。

　（以下は 14 日と 15 日の論議）
A.5.2（続き） ISO/TS 15143-4の適用範囲の検討
・米国 PL が検討対象について分類し説明した。
・ これに対しイタリア専門家が「位置データを記述す

る為に，業界では KML が広範に使用されている」
と示唆したが，日本専門家が「日本では GeoJSON
も同様に使用されている」と指摘した。

・ 他の日本専門家が「MSN VRSs の各種の版も使用
されている」と指摘した。

・ GNSSの補正の標準としてはRTCM （Radio Technical 
Commission for Maritime Services）を参照するこ
とが示唆された。頻繁に更新されるので，RTCM3.5
といった特定の版の参照は不適切とされ，RTCM3.5
又はそれ以降の版といった表記の適用が示唆され
た。

・ RTCM は国際規格ではないが，ISO 15143-4 での
RTCM 参照は（他に適切な規格が無く，かつ誰で
も入手可能であれば）差し支えないとされ，WG 5
と RTCM との連携関係の設立を探れないかと示唆
された。

（昼食休憩）
・ 日本専門家が情報化施工の可能性に関するプレゼン

を実施，「所期のデータ項目を選択するよう適用範
囲を決定すべき」と発言した。

・米国 PL が相互運用性に言及した。
・ 米国専門家は「第 4 部の標準化の優先度としては，

まず建設機械とサーバの間の双方向の通信に集中
し，適切な技術が設立されたら次に建設機械間の
データ交換に取り組むのがよいのでは」と発言した。

・ また，「第 4 部の構成を論議するのは時期尚早で，
標準化の障害となるものを認識するのが先決」とも
発言した。

・ 日本専門家が「GNSS 測量機器の評定については
ISO 17123-8  "Optics  and  optical  instruments  -- 
Field  procedures  for  testing  geodetic  and 
surveying  instruments  --  Part  8:  GNSS  field 
measurement  systems  in  real-time  kinematic 

（RTK）" がすでに存在する」と指摘した。
・ SC 3 国際幹事から「precision（正確さ？）に関係

する表記は性能基準とすることが望ましいが，シス
テムに基づいた表記がより現実的であるなら，（い
ずれをとるか）WG での論議となる」と指摘し，日
本専門家は「装置に基づいた表記（とならざるを得
ないとして）を推奨する」と発言した。

・ なお，他の日本専門家が「accuracy（精度）と
precision（正確さ）との用語の使い分けに要注意」
と指摘した。
・ 米国共同 PLの資料による「問題点・日程」ついて
の検討
1） LandXML設計データの拡張について：測量機

器メーカの専門家（米国・イタリア・日本）が
gap analysis 担当で，次回会合までに検討とさ
れた。

2） RTCMメッセージの選択：Topcon，Leica など
と作業とされた（米国担当）。作業グループと
しては RTCM の WG 会議への参加を求めると
された。

3） RTK 無線の物理層の相互運用性に活動：米国担
当で 4 月に（米国内で）会合して検討。   
米国共同 PLからの追伸：GNSS 収集データの
無線相互運用性について Trimble と Topcon の
代表が会合した。

4） KMLは作業結果の表記をサポートするように拡
張できるかの判断：イタリア担当。   
コマツの現在の手法を考慮すれば，GeoJSON

使用で対応可の見込み：日本担当。
5） 位置について正確さ・精度・解像度を表記する
メタデータ：日本担当。

6） （測量機器が）位置データを取得したときの機
器の状態を記述するメタデータ：米国担当。

7） すでに適用されている基準に含まれる追加的な
作業結果データの様式の調査：米国，日本での
様式については日本担当。

8）座標系の変換について：
 　 northing, eastingの世界測地系WGS 84への変
換─どのように情報を変換するか─について合
意が必要とされた。   
座標系の変換についての定義は必須とされた：
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日本担当。   
ISO 19111-2:2009「地理情報─座標による空間
参照─第 2部：パラメータのための拡張」：米国
担当。   
作業結果データは WGS 84 で表記される。また，
設計データは northing, easting で表記され，日
本では GRS80 による，とそれぞれ指摘された。

（3月 15日） TC 127/SC 3 国際議長が会議再開（午
前 9 時）

・ 米国共同 PL が（第 4 部の）修正含め適用範囲の修
正を説明した。

・ 米国専門家が（修正された）適用範囲を ISO とし
て適切な文面に整えるとされた。

・ 案文が整った時点で（WG に）回付して意見を求め
ることとされた。

・ 米国専門家が第 4 部のユースケースについてプレゼ
ンを行った。

・ 実施例について適用範囲内か適用範囲外かが論議さ
れ，土木施工以外は適用範囲外とされた。

・ 適用範囲に関して，ISO 6165 の範囲内の機械（ブ
ルドーザ，グレーダ，油圧ショベル，スクレーパ，ロー
ラ，ランドフィルコンパクタ，トレンチャ，バック
ホウローダ）が列挙された。

・ ISO 6165 の範囲外の機械も当面は適用範囲内で検
討し，他の TC との共同作業としたほうが良いかで
判断することとされた。

A.5.3　まとめ及び第 4部に対する（今回の最終的な）
意見
・ 第 4 部の適用範囲の改訂案について意見を求めるこ

ととする。
・ 日本専門家がサーバとシステム間のデータ交換及び

内部的な交換を示す図を手直しして米国共同 PL に
提出とされた。

・ 当初の第 4 部草案に図示されている「どのように」
に加えて「何を」を示すために，当初の図示の様式
を案文の本体に含める：米国共同 PL 担当

・ RTCM（Radio Technical Commission for Maritime 
Services） ：メッセージのサブセットを選択する。

・ Trimble 及び Topcon が実施している無線交信に関
する試験の進捗に注目する：米国専門家，同共同
PL 担当

・ 次回案文では何らかの様式でユースケースを含め
る：米国専門家，同共同 PL 担当

・ 米国共同 PL は会議報告を準備し，SC 3 議長に提
出して検討を求める。

・ 米国共同 PL は（会議報告を）ISO の国際 WG のホー

ムページに掲載する。
・ 次回会合：土木研究所の締固め作業結果についてプ

レゼンのため，7 月 10 日～ 12 日に東京で開催する
（一旦米国でという話もあったが，結局日本でとなっ
た）。
付記：今回は適用範囲の検討に集中し，案文準備には
至らなかった。
A.6　ISO/TS 15143-3「第3部：テレマティクスデータ」
のメンテナンス（3 月 13 日午後に検討）
A.6.1　既存の ISO/TS 15143-3「土工機械及び走行式
道路工事機械─施工現場情報交換─第 3部：テレマ
ティクスデータ」の手直し：（後段で検討）
A.6.2 ISO 15143 メンテナンス機関で扱うべき案件に
ついて：頻繁な手直しを必要とする案件が条件である
が，メンテナンス機関に関する ISO の規定を紹介し，
第 3 部の本文はどうなのか？ .xsd ファイルはどうな
のかなどについて検討した。まとめとして次のように
論議した。
・ 米国共同 PL は，第 3 部の .xsd ファイルのメンテナ

ンス機関として機能しているISOのサイトを示した。
・ 広島会議の決議（Resolution 300/2017 （Hiroshima））

によって，ISO 15143 メンテナンス機関としての責
務は JCMA が負うべきこととなっている。（そのた
め）JCMAは第3部の.xsdファイルを扱うサイト（第
3 部のデータ項目も同様）の ISO 中央事務局からの
移転を引き受けるべきか，中央事務局に問うべきと
された。

A.6.3　ISO/TS 15143-3のメンテナンス機関：メンテ
ナンス機関の機能について .xsd ファイルのメンテナ
ンスについて前述を確認した。
A.6.4　ISO/TS 15143-3のその他の手直し：手直し方
法について，編集又は発行の際に不注意から生じた，
出版物の不適切な又は不安全な使用を招くような誤り
又は曖昧さを正すため（且つ技術的内容の「更新」以
外）のものは「訂正」となり，発行以後に陳腐化した
情報を更新する目的のものは「改正」又は「追補」と
なるとされ，結局，3 月 13 日午後に .xsd ファイルの
修正を含む 22 件を検討し，これらは通常の「改正」
手続きによるべきとされた。
A.6.5　ISO/TS 15143-3に関する結論：（今後の予定
含む）
1） 通常の「改正」手続きによって第 3 部の手直しを

行う：米国専門家がコメント表を作成する。
－ 主として米国，一部日本による 22 件の修正意見を

WG で検討し，基本的に了承した。
－ この 22 件は通常の改正手順（投票）の対象とし，
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メンテナンス機関で扱う対象とはしないことで合意
された。（事務局後記：この手続きは NP 新業務提
案（SC 3 委員会内投票），要すれば WDTS に対し
て WG 5 で専門家の意見聴取，DTS 投票（CD レ
ベルの SC 3 委員会内投票）

－ 米国共同 PL が第 3 部の文言を修正し，ISO の
Website にアップする .xsd ファイルのリストを準
備する。

－  ISO 中央事務局に問い合せた後，第 3 部の .xsd ファ
イルの website をどの時点で JCMA 事務局に設定
すべきかを決定する。

2） メンテナンス機関の機能を ISO 中央事務局から
JCMA に早急に移転する。

A.6.6　報告事項（3月 14日朝の報告）：米国専門家
が第 3 部のメンテナンス機関の手順について次のよう
に報告した。
－ 提案されたメンテナンス手順については，第 3 部の

改正提案に盛り込むこととして基本的には同意さ
れ，メンテナンス手順を含む第 3 部の改正案文を米
国専門家がチェックし，ISO 規格として適正な表記
とすることとされた。
米国専門家が提案したメンテナンス機関の手順その

ものは，通常の手順によって承認要であり，第 3 部の
本文の他の箇所に追加するよう米国共同 PL が作業す
ると示唆された。
A.6.7　第 3部についてのまとめ
－ 各国意見対応については改定版を配布する。
－ 中央事務局への問い合せ要とされ，WG では決定に

至らなかった，発行日付で ISO の版を管理する件
を除き，13 日の論議で合意された。

A.7　その他
A.7.1 コンクリート機械の施工現場情報交換との合同
作業の可能性：ISO/TC 195/SC 1（コンクリート機械）
の決議として，（コンクリート機械の施工現場情報交
換に関して）ISO/TC 127/SC 3/WG 5 との合同作業
グループ設立を求めている件について検討したが，
ISO/TC 127/SC 3/WG 5 としては，この作業に参画
するには現時点では十分な経営資源が無いとされた。
A.7.2　データ交換・通信システムに関する特設グルー
プについて：ISO/TC 127 広島総会の SC 3 国際会議
で決定した特設グループについて，次のように検討し
た。

（背景）ISO/TC 127/SC 3 広島国際会議にて，TC 
127 傘下では現在，複数の WG（例：ISO 16001, 
ISO 15143,  ISO 5006,  ISO 21815）がデータ交換や
通信システムに携わっており，各 WG 間の連携を
とるためにデータ交換・通信システムに関する特設
グループ（AHG）を設置することを決議した。SC 
3 は，この AHG は ISO 15143/WG 5 施工現場情報
管理の共同コンビナー 2 名が主導することとし，各
作業グループに対し，代表者 1 名を指名するよう要
請した。

1） 日米を共同コンビナーとして，SC 3/WG 5 傘下，
或いは SC 3 傘下に特設グループを設立するのが
好ましい。

2） 共同コンビナーは，TC 127（及び傘下 SC）の下で，
共同作業すべき作業グループを見出すため，親
TC 議長と共同作業を行う。

3） この特設グループ（対面会合は実施せず，Web 会
議主体で運営する）に参画する作業グループが決
定したら，当該 WG コンビナーに代表者を人選す
るよう連絡する。

4） 特設グループが設立され次第，共同コンビナーは，
それら作業グループに「進行中の作業項目に通信
システムを含める意図の有無」を問い合せる。

5） その問い合せには「今後の作業に通信システムを
含める予定の有無」も含める。

6） 回答結果によって，次の進め方を決める。
A.8　次回会合：（前述のように）7 月 10 日～ 12 日に
日本にて開催とされた。
A.9　会議の結論：前述の通り。
A.10　閉会（3月 15日）：15 時より少し前に閉会した。
  以上

写真─ 1　ISO/TC 127/SC 3/WG 5 会議風景
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1．はじめに

国土交通省では，生産性を向上させることを目的と
した「ICT 活用工事」を推進している。また，直轄
工事での実施結果では生産性が向上したことが確認さ
れている。その一方，地方自治体が発注する中小規模
の工事では，ICT 建機の導入費用が高額なことや，
ICT の導入メリットが受発注者に十分共有されてい
ないため，ICT の導入を躊躇している企業もいる。

そこで国土交通省では，平成 29 年度より地方自治
体が発注する工事において，中小企業にとって負担が
大きい 3 次元設計データ作成作業や，人材育成等に
ICT 活用支援を実施（平成 29 年度は 10 件）し，ICT
活用による効果とノウハウの周知を進めている。本報
告は，地方自治体の支援業務の結果として，支援の概
要とその結果の一部を紹介するものである。

2．支援業務概要

（1）支援対象現場
支援業務では，ICT 活用工事を建設事業の大半を

占める自治体発注工事をフィールドに，現場支援型モ
デル事業を実施した。平成 29 年度は 10 現場を対象と
した（図─ 1 参照）。

荒関　寧々

i-Construction 普及展開における地方自治体への導入支援

CMI報告 

（2）支援内容
本支援業務は，中小規模の現場における ICT 活用

ノウハウの地域での共有，ICT 活用工事の自治体規
模での積極的発注，各地域での ICT 活用普及展開活
動の自主的展開が実施されることを目標としている。

具体の導入支援内容としては大きく 3 つの支援（①
現地支援② 3 次元設計データ作成支援③見学会等支
援）を実施した。

①現地支援
現地支援では ICT 機器の選定，ICT を活用した施

工計画の立案を実施したほか，ICT の活用方法につ
いて現地にて指導を行った。

② 3 次元設計データ作成支援
ICT 活用工事では必須となる 3 次元設計データ作

成に関しても，ソフトウェアベンダーと協力し，3 次
元設計データ作成講習会を実施した。講習会において
は，ICT 活用工事に関わるソフトウェア等を試験的
に使用してもらい，3 次元設計データの作成方法等の
ノウハウ習得を目指した。

③見学会等支援
現場見学会の企画立案や講習会用資料の作成，運営

支援等を実施した。見学会用資料として現場でのヒア
リング調査やサイクルタイム調査，効果検証等の調査
を実施した（図─ 2 参照）。

3．支援の結果

10 現場を対象に，ICT 活用モデル工事の支援を行っ
た。その内，現場において施工方法を改善することで
効果が表れた事例 1 件（秋田県），モデル工事の実施
によって施工者の技術獲得が行えた事例 1 件（沖縄県）
について紹介を行う。

（1）施工方法の改善事例
（a）従来手法と施工日数
当該現場は，砂地で崩れやすい現場のため，切土高

さを徐々に切り下げていく必要があった。従来施工を
行う場合，丁張設置・粗掘削を行い，ある程度粗掘削図─ 1　支援対象現場
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が進んだところで法面整形作業を行うという施工を繰
り返し行う必要があった。さらに小段があるため，多
くの丁張設置作業が必要となる。この従来手法に沿っ
て作業を行った場合，法面整形まで施工を終えるには
37 日かかるという想定であった（図─ 3 上段参照）。
（b）ICT 建機を用いた手法と施工日数
そこで従来機の代わりにICT建機（MCバックホウ）

を導入した。従来であれば丁張設置後，粗掘削，法面
整形作業を行っていたが，ICT 建機を導入すること
によって，丁張設置作業がなくなり，粗掘削・法面整
形作業の繰り返し作業となった。その結果，日当たり
施工量が従来に比べ，およそ 1.15 倍に増加した。さ
らに ICT 建機の能力に合わせたダンプの運行管理を
行うことにより，25 日間で施工が終了し，従来施工
に比べ，12 日間の工期短縮が実現した。短縮された
理由としては，従来施工であれば多くの丁張設置・ス
ラント確認作業を行う必要があったが，ICT 建機を
導入することで丁張設置・スラント確認作業が削減さ
れた。加えて，施工のムラを無くすことでダンプの待

図─ 2　平成 29 年モデル事業実施箇所と普及支援の実施概要

図─ 3　施工方法改善結果
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機時間を削減できたことが主な理由である（図─ 3 下
段参照）。
（c）コスト比較
従来施工に比べ，ICT を活用することで 17％ほど

コストが削減された。コストが削減された要因として
は丁張設置作業が不要になり，掘削・法面整形作業が
一連で行えるようになったためである。また，労務費
の比率では従来施工では労務費の比率が 81％であっ
たが，ICT を活用することによって 31％に縮減する
ことが可能となった（図─ 4 参照）。

（2）現場技術者の技術獲得事例
平成 29 年度モデル工事で支援を実施した現場（A

工区とする）の担当者が次工事においても ICT 活用（B
工区とする）を行った例を紹介する。
（a）データ作成時間比較
現場の規模としては A 工区に関しては延長約 100 

m，掘削土量約 20,000 m3，法面整形約 2,000 m2 であり，
B 工区は本線延長約 100 m，仮設道路約 200 m，掘削
土量約 9,000 m3，法面整形約 1,000 m2 であった。A 工
区のデータ作成を行う際は，ソフトウェア等の使用方
法やデータ作成時の注意点等の支援を受けながら作成
を行い，作成時間は 1 人・日であった。この作成経験
を踏まえ，B 工区にてデータ作成を行ったところ，デー
タ作成の支援なしで本線＋仮設道路の計 2 路線の作成
時間は 0.5 人・日であった。A 工区と同規模相当で換
算を行うと作成時間は 0.25 人・日であり，75％程度
の作成時間が削減された。データ作成に関して難しい
というイメージを持ちがちだが，ソフトウェアの操作
方法等を理解することで作成時間を削減することが可
能となる（図─ 5 参照）。

（b）3 次元設計データの活用方法
B 工区では，作成した 3 次元設計データを丁張設置

に活用し，ICT 建機による施工以外の面でも効率化
を図った。外注していた 3 次元設計データを内製化す
ることが出来れば，大幅なコスト削減に繋がるだけで
はなく，構造物の位置出し等土工以外の工種にもデー
タを活用することが出来るため，省人化や工期の短縮
を図ることが可能となる（図─ 6 参照）。

図─ 5　3 次元設計データ作成時間　省力化効果

図─ 4　コスト効果

図─ 6　3 次元設計データ活用例（丁張設置）
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4．おわりに

ICT を導入することで丁張や補助作業員を削減す
ることが可能となる。しかし，中小規模の工事は大規
模工事と異なり，土量が少ないため，上記の削減効果
だけではコスト面での効果が小さい。そこで事前の施
工計画立案段階で ICT 建機の導入時期・期間の検討・
ICT の適用範囲の決定を行うことで，ICT 建機の拘
束期間の短縮を図ったり，ICT 建機の能力を最大限
に活かすための最適なダンプ配置の検討を行うことに
よって，ICT の導入効果を得ることが可能となる。ま
た中小規模の工事では土工のみの工事は少なく，他工
種での ICT の活用も重要となる。本支援業務におい

ても，これらの工夫を取り入れることで，ICT の効
果が得られることが確認された。

今後は，多様な形態での効率化が可能であることを
とりまとめた類似事例を作成し，それが地方自治体や
中小規模の ICT 活用の導入のきっかけとなれば幸い
である。

 

［筆者紹介］
荒関　寧々（あらせき　ねね）

（一社）日本建設機械施工協会
施工技術総合研究所　研究第三部
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04-394 アタリガイダンスシステム 鹿島建設
演算工房

▶概　　　要

山岳トンネル工事の掘削作業では，発破後の地山形状に不陸

（凹凸）が生じ，アタリ箇所（図─ 1）がないかを発破毎に判

断する必要がある。従来の切羽監視人による目視確認では，ア

タリ箇所を見落としたり地山を必要以上に除去した場合，サイ

クルタイムや吹付材料のロスにつながり，また，緩んだ切羽直

近で行う作業のため地山の剥落等による被災リスクがあった。

そこで，アタリの確認作業を人による目視から高速 3D ス

キャナに置き換えることにより，作業の効率化，正確性と安全

性の向上を目指した「アタリガイダンスシステム」を開発した。

本システムは，発破後，高速 3D スキャナ（写真─ 1，実測

定時間 1 分）を用いて計測した切羽形状の点群データと，設計

断面のデータを重ね合わせ，干渉部分を色で表現することで，

アタリの有無が一目瞭然となる。また，設計断面のデータにロッ

クボルトの位置を表示し，これを目安にしてアタリ箇所も容易

に特定できる。3D スキャナによる計測後 30 秒程度で結果を表

示（図─ 2）できるため，確認作業時間が大幅に短縮でき，発

破直後に切羽直近で目視していた危険な確認作業も不要となる。

▶特　　　徴

①作業の効率化

アタリ箇所をオペレータに直ちに指示（写真─ 2）し，短時

間でアタリの除去が可能となったため，従来の目視確認と比べ

て作業時間は約 2/3 に短縮した。

②生産性の向上

3D スキャナによりアタリ箇所を的確に把握することで，必

要以上の地山の除去がなくなり，従来の目視確認と比べて吹付

材料の消費量が約 15％低減できた。

③安全性の向上

切羽付近の剥落が生じても十分に安全な距離から計測できる

（写真─ 1）ため，切羽監視人が切羽直近に立ち入ることがな

くなり，安全性が向上した。

▶用　　　途

・発破工法によるトンネル工事全般

▶実　　　績

・宮古盛岡横断道路　新区界トンネル工事

本坑全長 4,998 m，内空断面積 94.9 m2

▶問 合 せ 先

鹿島建設㈱　土木管理本部　土木技術部

〒 107-8348　東京都港区赤坂 6-5-11

TEL：03-5544-0499

図─ 1　アタリ箇所のイメージ

写真─ 1　高速 3D スキャナによる計測

図─ 2　タブレット端末に解析結果を表示

写真─ 2　アタリ箇所の指示状況
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主要建設資材価格の動向

1．はじめに

最近の建設資材の価格動向について，一般財団法人経済調査会発

行の「月刊積算資料」で発表している実勢価格調査の結果を用いて

考察した。

表─ 1 は，主要建設資材 25 品目の直近 6 ヶ月間の東京地区の価

格推移である。4 月価格を半年前の 11 月価格と比較すると，25 品

目のうち 13 品目に動きがみられた。そのうち上昇した品目は 10 品

目にのぼり，資材価格の上昇傾向が引き続き継続していることがう

かがえる。特に石油製品市況が，原油の値上がりとともに上昇傾向

を示し，灯油から軽油まで全般的に値上がっている。

首都圏では都市再開発関連工事や東京オリンピック・パラリン

ピック関連工事が最盛期を迎えていることから，建設工事需要の盛

り上がりに期待が寄せられている。このため鋼材類，生コンクリー

トなどの需要が底堅く推移する見通しで，建設資材の需給はしばら

くの間，堅調に推移するものとみられる。

一方地方部においては，大型案件などの目玉工事は少なく首都圏

を除いて荷動きは低調。

この先，首都圏の大型工事がけん引する形で資材の需給環境が改

善され，鋼材類や型枠用合板等一段高となる資材も出てくる可能性

があるものの，総じて現行値圏内での値動きが続こう。

2．主要建設資材価格の動向

この主要 25 品目の中から，特に重要と思われる 10 品目について

一般財団法人経済調査会調査部門による 2018 年 4 月調査時点の東

表─ 1　主要建設資材価格推移（東京地区）
〔価格＝東京：円〕〔消費税抜き〕

資　材　名 規　　格 単位
平成 29 年 平成 30 年 変動額（円）

（4月－11月）11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月

灯油 民生用 スタンド 18㍑缶 缶 1,332 1,386 1,440 1,530 1,530 1,530 198

A 重油 （一般）ローリー kL 56,000 59,500 60,500 63,500 62,000 62,500 6,500

ガソリン（ガソリン税込） レギュラー スタンド L 123 125 126 129 128 128 5

軽油（軽油引取税込） ローリー kL 89,500 93,000 94,000 97,000 95,000 96,500 7,000

異形棒鋼 SD295A・D16 ② kg 61 64 68 70 70 71 10

H 形鋼（構造用細幅） 200 × 100 × 5.5 × 8 mm（SS400） ② kg 78 79 80 82 84 84 6

普通鋼板（厚板） 無規格 16 ～ 25 914 × 1,829 mm ② kg 81 81 82 82 82 82 1

セメント 普通ポルトランド バラ t 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 0

コンクリート用砕石 20 ～ 5 mm （東京 17 区） m3 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 0

砂 荒目洗い （東京 17 区） m3 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 0

再生クラッシャラン 40 ～ 0 mm （東京 17 区） m3 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0

生コンクリート 強度 21 スランプ 18 cm 20（25）mm
（東京 17 区） m3 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 0

アスファルト混合物 再生密粒度 13 mm （東京都区内） t 9,100 9,100 9,100 8,800 8,800 8,800 －300

ストレートアスファルト 針入度 60 ～ 80 t 70,000 73,000 73,000 73,000 78,000 78,000 8,000

PHC パイル A 種 350 mm × 60 mm × 10 m 本 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 0

ヒューム管 外圧管 1 種 B 形 呼び径 300 mm 本 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 0

鉄筋コンクリート U 形 300 B 300 × 300 × 600 mm 個 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 0

コンクリート積みブロック 250 × 400 × 350 mm 個 580 580 580 580 580 580 0

杉正角 3 m × 10.5 × 10.5 cm 特 1 等 m3 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 0

米ツガ正角 3 m × 10.5 × 10.5 cm 特 1 等 m3 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 0

コンクリート型枠用合板 12 × 900 × 1,800 mm ② 枚 1,240 1,260 1,280 1,280 1,290 1,290 50

電線 CV 600 V ビニル 3 心 38 mm2 m 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,082 －34

鉄屑 H2 t 24,000 25,500 26,000 26,000 26,500 23,500 －500

ガス管 白管ねじなし 25 A 本 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 0

塩ビ管 一般管 VP 50 mm 本 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,230 60

（出典） （一財）経済調査会 ｢月刊積算資料」
（注記） 調査日は原則として前月 20 日～当月 6 日調べ。
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京地区の市況判断を要約すると以下の通りとなる。

（1）H型鋼

主要な需要者である鉄骨加工業者は，豊富な受注残を抱えている

ものの，足元では工事の端境期に入り，市中の荷動きは精彩を欠い

ている。一方，メーカー各社は輸送費の上昇を前に出荷を急いだこ

とから，市中の在庫量が増加。その結果，流通側はこれまでの仕入

コスト増加分を十分に価格転嫁できないまま相場は踊り場状態を迎

えている。

鉄骨需要は，首都圏再開発などの大型案件をはじめとして，今後

も旺盛な需要が見込まれている。販売側は市中の荷動きが徐々に回

復することを追い風に売り腰を一層引き締め，未転嫁となっている

調達コストの上昇分を獲得したい意向。先行き，強含み推移の公算

が大きい。

（2）異形棒鋼

東京オリンピック・パラリンピック関連工事などが本格化し，市

中の荷動きが堅調に推移する中，安価な未出荷案件を多く抱える

メーカー各社は，採算改善が急務として強気の販売姿勢を堅持して

いる。一方，流通側も仕入価格の上昇分を価格に転嫁。需要者側は

納期を優先させ値上げを受け入れた結果，価格は上伸した。

鉄屑価格に先安観が広がる中，需要者側には模様眺めのムードが

漂っているが，メーカー各社では副資材費や輸送費などの上昇によ

るコスト増加要因を抱えているだけに，一段と売り腰を強める気配。

先行き，強含みで推移する見通し。

（3）セメント

セメント協会のまとめによる 4 月の東京地区販売量は前年同月比

8.7％増の28万 2千 tと 18カ月連続で前年実績を上回った。これは，

都心部を中心に大型再開発事業向けの生コン出荷が最盛期を迎えて

いることに加え，東京臨港道路や羽田空港関連事業向け出荷が始

まったことによるもので，今後も堅調に推移する見通し。

価格は，普通ポルトランド（バラ）で t 当たり 1 万 300 円を横ば

い。メーカーは製造燃料である石炭価格の高止まりや運転手不足に

伴う輸送コスト上昇を背景に値上げを表明しており，需要者から早

期に有額回答を引き出すべく価格交渉を本格化させたい意向。しか

し，生コンメーカー側は，骨材の値上げ要請等コスト増加要因を抱

えているだけに，値上げは受け入れ難いとして抵抗している。当面，

横ばい推移。

（4）生コンクリート

東京地区生コン協組調べによる 3 月の出荷量は，東京オリンピッ

ク・パラリンピック関連事業向けや複数の大型再開発事業向けの出

荷に支えられ，前年同月比 16.0％増の 35 万 480 m3 となり引き続き

好調に推移している。その結果，平成 29 年度の出荷量は，344 万

9,680 m3 と前年度比 25％の大幅な増加となった。同協組はこの年

間出荷量を上回る契約残を抱えていることから，平成 30 年度の出

荷量は平成 29 年度と同水準の 340 万 m3 と見込んでおり，今後も

出荷は好調さを維持すると判断している。

価格は，建築標準物（21-18-20）が m3 当たり 1 万 3,500 円で推移。

販売側では好調な出荷を背景に，昨年 12 月から表明している 1,000

円の値上げについて交渉を本格化させたい意向。しかし，既契約物

件を多く抱えている需要者は，新規物件についての契約交渉を先送

りしている状況であり，当面，横ばいで推移しよう。

（5）アスファルト混合物

年度末に大型工事が少なかったため，各工場では出荷量の確保を

優先する動きが目立っていた。一部の大型工場では出荷数量を指向

する動きがいまだに見受けられ，今後も湾岸部をはじめとした工事

量が潤沢な地区を中心に，販売側の競争が過熱する可能性も否定で

きない状況。

足元の工事発注は一段落しており価格交渉は平行線をたどってい

る。こうした中，夏場にかけて発注される新年度工事において，需

要者側は値下げ要求を継続する方針を示している。一方，販売側は

3 月のスト・アス価格の上伸により，製造コストが上昇したことを

受け，これ以上の価格の引き下げには応じられないと警戒感を強め

ている。目先，横ばいで推移しよう。

（6）再生クラッシャラン

湾岸部では晴海の選手村向けなど東京オリンピック・パラリン

ピック関連や中央防波堤，羽田空港舗装工事向け出荷が堅調。一方，

コンクリート廃材の発生量は，大型の解体物件も少なく低水準と

なっており，各メーカーの在庫量は減少し，需給は引き締まりをみ

せている。

価格は，再生クラッシャラン（40 ～ 0 mm）で m3 当たり 1,200

円どころを推移。

今後も，東京オリンピック・パラリンピック関連向け需要が続く

中で，需給のひっ迫感は一層強まるとみられる。メーカー各社は輸

送コスト上昇を理由とした値上げの意向を示しているものの，需要

者の購買姿勢は厳しく，当面，横ばいで推移する公算が大きい。

（7）ガス管

価格は，白管ねじなし（25 A）が本当たり 1,840 円で変わらず推移。

実需につながる中小物件が振るわず，市中在庫にひっ迫感はみられ

ない。流通各社はメーカーが実施した値上げの積み残し分を販売価

格に転嫁すべく売り腰を強めているものの，需要者側の反応は冷淡

で，先行き，横ばい推移の公算が大きい。

（8）コンクリート型枠用合板

市中在庫の品薄状態が解消する兆しはみえないものの，足元の荷

動きも鈍いことから，需給は低位で均衡。販売側は仕入コスト上昇

分の転嫁を進めたい意向だが，需要者側は慎重な購買姿勢に終始し，

市場は模様眺めの展開。動意付けに乏しく，当面，横ばいで推移し

よう。
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（9）軽油

3 月下旬以降，原油価格が騰勢を強めたことから，元売卸価格が

上昇。スポット価格も下値が底上げされ，流通価格は上伸した。需

給に緩みがみられない中，原油相場は小幅な値動きを繰り返してお

り，販売側は様子見の姿勢を強めている。先行き，横ばい推移の見

通し。

（10）電線ケーブル

日本電線工業会が発表した電線受注出荷速報によると，主要部門

である電気工事業者・販売業者向けの 2 月推定出荷量は，約 2 万

6,100 t と前年同期比約 1.2％の減少。年度末の需要期も荷動きに精

彩を欠き，依然として足元の低調感が拭えない。

一方，4 月初旬の国内電気銅建値は，t 当たり 77 万円と小幅な下

落を示した。価格は，CV 電線（600 V）3 心 38 mm2 で，m 当たり

1,082 円と約 3.0％の下落となった。

流通側は，銅価高値時の価格未転嫁分を販価に上乗せする動きを

続けていたものの，荷動きがさえない上に銅価の下落が重なり，価

格交渉は需要者優位の展開となっている。

今後の銅価の値動きにも左右されるが，目先，横ばいで推移する

見通し。

3．主要資材の都市別価格動向

表─ 2 は主要 25 品目のうち，価格変動が頻繁に生じやすくさら

に地域性の強い資材として 3 品目を抽出して主要 10 都市毎に 2017

年 4 月時点と 2018 年 4 月時点を比較したものである。

まず，異形棒鋼については，全地区において kg 当たり 12 ～ 15

円値上がりし，20％を超える大幅な上昇となっている。要因が原材

料である鉄屑相場の影響によるため，全国的な上昇状況となってい

る。

次に生コンクリートであるが，この資材は個別の地区事情に影響

されて価格相場が形成されているため，それぞれの特色が出ている。

全般的に安定的な推移をしている中，仙台と新潟が下落となった。

仙台は生コン需要が減少し小幅ながら下落。新潟は，生コン組合の

組合員とアウトの競合により 2,000 円の大幅に下落となった。一方

上昇は，東京と大阪の 2 都市。東京は旺盛な需要を背景に一部値上

げが浸透し 200 円の上昇。大阪は，生コン組合の強気な販売が功を

奏し 2,000 円の大幅値上がりとなった。

最後にアスファルト混合物は，道路工事の減少から出荷量が減っ

ている。このため混合物も一部の地区で下落。ただし，このところ

原油価格が上昇傾向のため，今後は値上がり気配が強くなろう。

4．被災地（東日本震災）の価格動向

一方，東日本大震災の被災地 3 都市における主要資材の価格推移

をまとめたものが表─ 3 である。

3 都市のうち，震災復旧工事が進んでいる宮古，仙台の 2 都市の

生コン及び砕石の価格は，震災当時に比べ大幅に上昇。特に宮古の

生コンは，原材料の骨材の供給不足から遠方からの搬入によるコス

トアップや供給不足によりプラントを新たに新設するなど，需要量

が震災前に比べ 5 倍を超える数量になったことが価格を引き上げる

要因となった。

一方，アスファルト混合物は，震災復旧工事としては真っ先に需

要が発生したが，当時の生産体制をフル稼働して何とか出荷できた

ため，コストアップに繋がらず比較的価格は安定している。

また，3 都市のうち南相馬は，除染工事が先行されたことによる

表─ 2　主要建設資材の価格推移（主要 10 都市）

資材名 異　形　棒　鋼 生コンクリート アスファルト混合物

規　格 SD295A・D16 21-18-20（25） 再生密粒度 13（注記 2 参照）

地区 単位 2017 年
4 月

2018 年
4 月 変動額（円） 単位 2017 年

4 月
2018 年
4 月 変動額（円） 単位 2017 年

4 月
2018 年
4 月 変動額（円）

札  幌 kg 61.0  74.0  13  m3 13,300  13,300  0  t 12,050  12,050  0 

仙  台 〃 56.0  71.0  15  〃 13,700  13,500  －200  〃 10,100  10,100  0 

東  京 〃 56.0  71.0  15  〃 13,300  13,500  200  〃 9,100  8,800  －300 

新  潟 〃 56.0  71.0  15  〃 12,500  10,000  －2,500  〃 11,000  11,000  0 

名古屋 〃 54.0  68.0  14  〃 10,800  10,800  0  〃 9,500  9,200  －300 

大  阪 〃 55.0  69.0  14  〃 14,200  16,200  2,000  〃 9,100  9,100  0 

広  島 〃 56.0  69.0  13  〃 14,950  14,950  0  〃 9,500  9,500  0 

高  松 〃 57.0  71.0  14  〃 12,300  12,300  0  〃 12,600  12,600  0 

福  岡 〃 57.0  71.0  14  〃 9,450  9,450  0  〃 9,700  9,500  －200 

那  覇 〃 66.0  78.0  12  〃 13,700  13,700  0  〃 13,000  13,000  0

（出  典）（一財）経済調査会 ｢月刊積算資料｣
（注記 1）調査日は原則として前月 20 日～当月 6 日調べ。
（注記 2）生コンクリートの東京は東京 17 区価格。アスファルト混合物の東京は東京 23 区価格。
（注記 3）アスファルト混合物の札幌は再生細粒度ギャップ 13F が対象。

価格：円（消費税抜き）
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震災復旧工事の着工遅れもあって，極端な価格上昇には至っていな

い。

5．おわりに

図─ 1 の建設資材価格指数（全国：総合）は，2010 年 4 月から

の建設資材価格の動きを指数化したグラフである。2012 年 10 月を

底に右肩上がりで大幅に上昇，その後 2014 年 4 月からは下落の傾

向を辿ってきたが，2016 年 10 月に再び上昇に転じている。

このところの建設資材市況が上昇してきた要因としては，石油製

品，鉄鋼製品等の値上がりが大きく，今後さらにこの傾向が強まる

と予想されるため，建設コストをどの程度押し上げるかが注目され

る。

一方 2020 年の東京オリンピックに向けた事業はこれからがピー

クとなっていくが，首都圏は引き続き再開発工事等建設需要は安定

的に推移するとの見方が多い。このため，建設資材市況も概ね上昇

傾向で推移すると予想される。

  （文責：荒川）

図─ 1　建設資材価格指数（全国：総合）

表─ 3　東北被災 3 都市主要資材価格推移

資材名 生コン　21 － 18 － 20（25）単位：円 /m3 砕石　コンクリート用 20 ～ 5 mm
単位：円 /m3

アスファルト混合物　密粒度 13
単位：円 /t

都市 宮古 仙台 南相馬 宮古 仙台 南相馬 宮古 仙台 南相馬

2011 年 4 月 12,950 8,500 12,500 2,700 2,900 3,200 10,400 12,200 11,150

2012 年 4 月 13,550 9,500 13,000 2,900 3,100 3,200 11,000 13,200 11,550

2013 年 4 月 18,050 12,000 13,000 4,200 3,300 3,500 11,600 14,200 12,050

2014 年 4 月 21,250 14,000 15,000 4,200 3,900 3,800 12,200 15,600 13,150

2015 年 4 月 22,750 14,000 15,000 4,200 3,900 3,800 12,200 15,600 13,150

2016 年 4 月 22,750 14,000 15,000 4,400 3,900 3,800 12,000 15,600 13,150

2017 年 4 月 22,750 13,700 15,000 4,400 3,900 3,800 11,800 15,300 13,050

2018 年 4 月 22,750 13,500 15,000 4,400 3,900 3,800 11,800 15,300 13,050

2011 年対比 175.7％ 158.8％ 120.0％ 163.0％ 134.5％ 118.8％ 113.5％ 125.4％ 117.0％

（出  典）（一財）経済調査会 ｢月刊積算資料｣
（注記 1）調査日は原則として前月 20 日～当月 6 日調べ。
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建設工事受注動態統計調査（大手 50 社） （単位：億円）

年　　月 総　　計

受　　　注　　　者　　　別 工　事　種　類　別
未消化 
工事高 施工高民　　　間

官 公 庁 そ の 他 海　　外 建　　築 土　　木
計 製 造 業 非製造業

2011 年 106,577 73,257 15,618 57,640 22,806 4,835 5,680 73,983 32,596 112,078 105,059
2012 年 110,000 73,979 14,845 59,133 26,192 4,896 4,933 76,625 33,374 113,146 111,076
2013 年 132,378 89,133 14,681 74,453 31,155 4660 7,127 90,614 41,463 129,076 120,941
2014 年 139,286 80,477 16,175 64,302 43,103 4822 10,887 86,537 52,748 138,286 125,978
2015 年 141,240 96,068 19,836 76,235 35,633 4993 4,546 95,959 45,281 141,461 141,136
2016 年 146,991 99,541 17,618 81,923 38,894 5247 3,309 98,626 48,366 151,269 134,037
2017 年 147,828 101,211 20,519 80,690 36,650 5183 4,787 99,312 48,514 165,446 137,220

2017 年  4 月 9,819 6,468 1,375 5,092 2,442 405 505 6,586 3,233 157,721 8,111
5 月 10,970 7,014 1,613 5,401 3,075 364 517 6,896 4,074 158,899 9,766
6 月 13,289 8,796 1,424 7,371 3,779 510 205 8,527 4,761 159,386 12,772
7 月 10,407 7,374 1,477 5,898 2,471 402 160 7,487 2,920 161,416 9,378
8 月 9,339 6,346 1,566 4,780 2,543 341 110 6,715 2,624 161,441 10,088
9 月 14,762 10,547 1,941 8,606 2,752 640 823 10,104 4,658 161,902 13,482

10 月 10,757 6,941 1,246 5,695 2,719 815 282 6,898 3,859 163,724 9,897
11 月 11,379 8,357 1,883 6,474 2,018 423 582 7,580 3,800 163,423 12,380
12 月 13,789 10,120 2,613 7,507 3,265 －4 407 10,202 3,586 165,446 14,276

2018 年  1 月 9,256 6,082 1,439 4,644 2,213 491 469 6,269 2,987 165,251 9,284
2 月 12,479 8,030 2,160 5,870 3,428 383 638 7,722 4,757 159,835 20,576
3 月 22,717 15,428 3,004 12,424 5,894 556 839 14,500 8,216 171,191 22,294
4 月 10,212 7,007 1,473 5,534 2,473 438 293 5,763 4,448 － －

建　設　機　械　受　注　実　績 （単位：億円）

年　  　月 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 17 年
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 18 年

1 月 2 月 3 月 4 月

総　      　 額 19,520 17,343 17,152 18,346 17,416 17,478 21,535 1,851 1,485 2,067 1,674 1,785 1,785 1,542 1,757 1,936 1,617 1,770 2,237 1,784
海  外  需  要 15,163 12,357 10,682 11,949 10,712 10,875 14,912 1,284 1,039 1,484 1,189 1,281 1,336 1,103 1,273 1,474 1,185 1,206 1,654 1,309
海外需要を除く 4,357 4,986 6,470 6,397 6,704 6,603 6,623 567 446 583 485 504 449 439 484 462 432 564 583 475

（注））2011 ～ 2013 年は年平均で，2014 ～ 2017 年は四半期ごとの平均値で図示した。
2017 年 4 月以降は月ごとの値を図示した。

出典：国土交通省建設工事受注動態統計調査
　　　内閣府経済社会総合研究所機械受注統計調査
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機械部会

■コンクリート機械技術委員会
月　日：5 月 10 日（木）
出席者：佐野和幸副委員長ほか 8 名
議　題：①前回委員会の議事確認　②建

設機械要覧の見直し内容について意見
交換　③コンクリート機械のトラブル
事例，点検表について意見交換　④そ
の他

■原動機技術委員会　　
月　日：5 月 17 日（木）
出席者：工藤睦也委員長ほか 21 名
議　題：①前回の議事録確認　②特殊自

動車次期排気ガス規制について現状と
今後の予定　③海外排出ガス規制の動
向についての情報交換　④日本建設機
械要覧 2019 の原稿見直し状況につい
て

■ショベル技術委員会
月　日：5 月 18 日（金）
出席者：小澤学委員長ほか 8 名
議　題：①委員長の交代について　②シ 

ョベルの最新情報の共有　③安全支援
システムについて　④次期燃費基準の
課題，スケジュールについて　⑤日本
建設機械要覧の内容見直しについて

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：5 月 24 日（木）
出席者：山口達也委員長ほか 10 名
議　題：①委員会の新幹事体制について

②日本建設機械要覧の内容見直しにつ
いて　③平成 30 年度の活動計画の内
容と役割分担の確認及び具体的な進め
方について　④現場・工場見学会につ
いて　⑤委員会総会について

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：5 月 25 日（金）
出席者：岩野健委員長ほか 7 名
議　題：①平成 30 年度の委員会計画に

ついて　②アンケートの返信状況につ
いての確認　③見学会希望地への受入
れ先状況の確認　④講演会，テーマに
ついての検討

■基礎工事用技術委員会 日本車輌製造㈱
鳴海製作所見学会
月　日：5 月 30 日（水）
出席者：遠藤智委員長ほか 17 名
議　題：①机上説明：会社概要，会社の

歴史，製品ラインナップ等　②鳴海製

（2018 年 5 月 1 日～ 31 日）

行 事 一覧
作所内の工場見学　③質疑応答

■情報化機器技術委員会
月　日：5 月 31 日（木）
出席者：白塚敬三委員長ほか 8 名
議　題：①障害物検知センサに関する情

報共有と活動の進め方の議論　②日本
建設機械要覧の見直し内容のまとめ　
③規制・規格の最新情報の共有　④そ
の他

標準部会

■ ISO/TC 127土工機械委員会国内総会
月　日：5 月 9 日（水）
出席者：正田委員長（コマツ）ほか 21

名
場　所：会館会議室
議　題：下記を報告・議論…1）親 TC 

127 委員会・SC 1 ～ SC 4 分科会の活
動計画及び進捗状況，2）ISO 規格の
JIS 化検討，3）平成 29 年度報告

■建設機械に関する電磁両立性国際規格
ISO 13766改正の問題点説明会
月　日：5 月 9 日（水）
出席者：高山委員（日立建機）ほか 40 名
場　所：会館会議室
議　題：下記を説明
1）ISO 13766 改正案
・適用範囲：対象機種，適用除外
・技術面での主要変更点：周波数範囲，

電界強度など
2）EU 等海外での適用
・CEN での EN/ISO 13766-1 及び -2 発

行見込み
・猶予期間
・EU 機械指令及び電磁両立性指令での

参照
・他の諸国での適用可能性
3）試験対応
・オープンサイトでのイミュニティ試験

の困難性
・福島再生可能エネルギー研究所にある

電波暗室の利用可能性
・電磁サブアッセンブリ試験の実施可能

性
・他の電波暗室の利用可能性
・電波暗室を新たに建設する場合の問題

点
■ ISO/TC 195/SC 1委員会

月　日：5 月 10 日（木）
出席者：川上委員長（日工）ほか 8 名
場　所：会館会議室
議　題：①平成 30 年度 ISO/TC195 委員

及び SC 1 分科委員 就任依頼　② SC 
1/WG 4 FDIS 19711-1 トラックミキ
サ -Part1  進捗報告　③ SC 1/WG 6 

標　準　部　会

ISO/AWI 21573-2 コンクリートポン
プ - 第 2 部：技術パラメータの試験方
法（中国 PL）　④ SC 1/WG 7 ISO/
AWI 18650-1 コンクリートミキサ - 第
1 部：用語及び一般仕様（米国 PL）　
⑤ ISO 18651-1 定期的見直し投票結果
及び米国意見：コンパクションダイア
メターの測定方法対応　⑥新業務提案

「コンクリート機械 - 施工現場情報交
換」（中国コンビナー）SC 1 宿題事項
検討　⑦ 2018 年 TC 195 国際会議（9
月 @ ドイツ）に向けた議題準備　　
⑧ 2019 年 TC 195 国際会議（秋季 @
日本）近畿地区開催への協力依頼

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

5有志会合
月　日：5 月 25 日（金）
出席者：正田委員長（コマツ）ほか 18

名
場　所：TKP スター貸会議室東京タワー

通り第 1 ルーム会議室
議　題：① 3 月東京会議報告　② ISO/

AWi TS 15143-4 適用範囲検討（第 4
部：施工現場地形データ）・宿題事項
及び対処方針検討　③ 7 月東京会議対
処方針検討

建設業部会

■機電交流企画WG

月　日：5 月 10 日（木）
出席者：落合博幸主査ほか 8 名
議　題：①第 22 回機電技術者意見交換

会テーマ・講演会の検討　② H30 年
度第 1 回若手現場見学会の検討　③そ
の他

■三役会
月　日：5 月 29 日（火）
出席者：植木睦央部会長ほか 6 名
議　題：①各 WG 報告　②現場見学会

について　③その他

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：5 月 9 日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 23 名
議　題：①平成 30 年 8 月号（第 822 号）

の計画の審議・検討　②平成 30 年 9
月号（第 823 号）の素案の審議・検討
③平成 30 年 10 月号（第 824 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 30 年 5
月号～平成 30 年 7 月号（第 819 ～
821 号）の進捗状況報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：5 月 23 日（水）
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出席者：山名至考分科会長ほか 3 名
議　題：①外国人技能実習制度について

② i-Con，ICT 対応情報機器の動向に
ついて（検討）　③その他

■新機種調査分科会
月　日：5 月 23 日（水）
出席者：江本平分科会長ほか 3 名
議　題：①新機種情報の持ち寄り検討　

②新機種紹介データまとめ　③その他
■新工法調査分科会

月　日：5 月 25 日（金）
出席者：大峰秀之委員ほか 3 名
議　題：①新工法情報の持ち寄り検討　

②新工法紹介データまとめ　③その他

支部行事一覧

北海道支部

■第 7回支部通常総会
月　日：5 月 15 日（火）
場　所：札幌市，センチュリーロイヤル

ホテル
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 97 名
内　容：①平成 29 年度事業報告（案）

及び決算報告（案）承認の件　②平成
30 年度事業計画及び収支予算に関す
る件　③平成 30･31 年度運営委員選任
に関する件　③本部からの事業概要報
告　④感謝状贈呈式　⑤建設機械優良
運転員・整備員の表彰

■支部講演会
月　日：5 月 15 日（火）
場　所：札幌市，センチュリーロイヤル

ホテル
演　題：今後の採用活動・人材定着につ

いて
講　師：㈱ジョブズマーケティング北海

道 代表取締役　太田和雄氏
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 97 名
■平成 30年度第 1回建設技術担い手育成
プロジェクト会議
月　日：5 月 16 日（水）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：鈴木勇治プロジェクトリーダほ

か 27 名
内　容：①平成 30 年度プロジェクト実

施計画について　②その他
■平成 30年度除雪機械技術講習会第 2回
（メーカ）打合せ
月　日：5 月 18 日（金）
場　所：北海道支部会議室
出席者：加藤信二施工技術検定技術委員

会委員長ほか 6 名
内　容：①平成 30 年度除雪機械技術講

支部行事一覧

習会　②講習会テキストの改定　③そ
の他

■請負工事機械経費積算に関する講習会
月　日：5 月 23 日（水）
場　所：札幌市，北海道教育会館ホテル

ユニオン
受講者：110 名
内　容：①平成 30 年度土木工事標準部

係の改定概要　②建設機械等損料の改
正と動向　③施工パッケージ型積算方
式　④損料表の見方及び使い方　⑤一
般土木請負工事の機械経費積算例　　
⑥道路維持請負工事の機械経費積算例

■平成 30年度除雪機械技術講習会第 3回
（講師）打合せ
月　日：5 月 25 日（金）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：服部健作部会長ほか 23 名
内　容：①平成 30 年度除雪機械技術講

習会講習内容について　②その他

北陸支部

■平成 30年度 北陸防災連絡会議幹事会
月　日：5 月 9 日（水）
場　所：北陸地方整備局会議室
出席者：宮村兵衛事務局長
議　題：①専門部会報告　②次期取り組

みテーマ　③各機関からの情報提供
■平成 30年度第 1回運営委員会

月　日：5 月 21 日（月）
場　所：アートホテル新潟駅前
出席者：丸山支部長ほか 20 名
議　題：①平成 29 年度事業報告（案）

及び決算（案）について　②平成 30
～ 31 年度役員改選について　③優良
建設機械運転員・整備員表彰（案）に
ついて

■北陸支部第 7回通常総会
月　日：5 月 21 日（月）
場　所：アートホテル新潟駅前
出席者：丸山暉彦北陸支部長ほか 118 社 
議　題：①平成 29 年度支部事業報告及

び決算報告に関する件　②平成 30 ～
31 年度役員改選に関する件　

報　告：平成 30 年度事業計画及び収支
予算に関する件

記念行事：優良建設機械運転員並びに整
備員の表彰，記念講演会

東北支部

■企画部会
月　日：5 月 7 日（月） 
場　所：東北支部 事務局会議室 
出席者：木村信悦企画部会長ほか 6 名

議　題：第 1 回支部運営委員会について
内　容：①平成 29 年度事業報告（案）

について　②平成 29 年度事業決算
（案）について　③役員の交代につい
て　④表彰について 

■第 1回 支部運営委員会
月　日：5 月 9 日（水） 
場　所：仙台市 パレス宮城野 
出席者：高橋弘支部長ほか 36 名 
内　容：①平成 29 年度事業報告（案）

について　②平成 29 年度事業決算
（案）について　③役員の交代につい
て　④表彰について 

■東北土木技術人材育成協議会 事前打合せ
月　日：5 月 10 日（木） 
場　所：東北地方整備局 会議室 
出席者：東北地方整備局企画部亀井技術

管理課長ほか 11 名 
議　題：① ICT 基礎技術講習会の開催

日程，受講者数と官民比率について　
②募集主体について　③カリキュラム
について　④ CPD について

■平成 30年度 第 7回 通常総会
月　日：5 月 15 日（火） 
場　所：仙台市 仙台ガーデンパレス 
出席者：支部会員 :124 社（委任状 61 社，

議決権総数 145 社）
出席者総数：高橋支部長ほか 109 名
内　容：①平成 29 年度 事業報告につい

て　②平成 29 年度 決算報告について
③平成 30 年度 役員の交代について　
④平成 30 年度 事業計画（案）につい
て　⑤平成 30 年度 予算（案）につい
て　⑥本部関係報告　⑦表彰（本部会
長感謝状の贈呈ほか）  

■東北土木技術人材育成協議会 WG

月　日：5 月 16 日（水） 
場　所：東北技術事務所 会議室 
出席者：東北技術事務所 宮本典明副所

長ほか 23 名 
議　題：① ICT 基礎技術講習会の開催

日について　②実習の可否について　
③現場見学会について　④受講生の募
集方法，募集定員，各団体割合につい
て　⑤受講生のレベル設定について　
⑥講習講師の依頼について　⑦テキス
ト作成について　⑧テキストの出力・
持参について 

■東北土木技術人材育成協議会 第 6回幹
事会
月　日：5 月 16 日（水） 
場　所：東北技術事務所 会議室 
出席者：東北技術事務所 稲葉護事務所

長ほか 36 名 
議　題：①平成 30 年度 基礎技術講習会

について　②その他 
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■第6回 東北震災復興 i-Construction（ICT）
連絡調整会議
月　日：5 月 18 日（金） 
場　所：東北地方整備局 
出席者：津田修一東北地方整備局長ほか

27 名 
内　容：①国土交通本省からの情報提供

②関係機関における i-Construction の
取組状況等　③現場支援型モデル事業
の実施報告（秋田県）　④意見交換

■平成 30年度 最上川水防演習
月　日：5 月 27 日（日） 
場　所：山形県北村山郡大石田町横山地

先 最上川左岸河川敷 
参加者：秋本真利国土交通大臣政務官ほ

か約 2000 名，支部からの参加者 : 高
橋弘支部長，小野由則技術部会長

内　容：①第 1 部 洪水対応訓練，情報
収集訓練　②第 2 部 関係機関の連携
訓練

■ゆきみらい 2019 in 新庄 実行委員会 準
備会
月　日：5 月 28 日（月） 
場　所：新庄市役所 
出席者：東北地方整備局 尾崎技術企画

官ほか 16 名 
内　容：①議事・報告事項　②今後の調

整等　③その他 

中部支部

■技能検定実技試験実施事務打合せ会議
月　日：5 月 11 日（金）
出席者：永江豊事務局長
議　題：建設機械整備技能検定に関する

実務打合せ
■第 9回 南海トラフ地震対策中部圏戦略
会議
月　日：5 月 17 日（木）
出席者：所輝雄支部長
場　所：ポートメッセなごや 交流セン

ター 3 階会議ホール
内　容：「平成 30 年度南海トラフ地震対

策中部圏戦略会議 活動計画」等につ
いて

■第 7回 支部通常総会
月　日：5 月 17 日（木）
場　所：ウイル愛知 女性総合センター
出席者：所輝雄支部長ほか約 110 名
議　題：①平成 29 年度事業報告及び決

算報告承認の件　②平成 30 年度事業
計画及び収支予算承認の件等

■平成 30年木曽三川連合水防演習・広域
連携防災訓練
月　日：5 月 27 日（日）
出席者：所輝雄支部長，原一儀災害対策

部会長，永江豊事務局長
場　所：岐阜県岐阜市長良川右岸鵜飼大

橋下流河川敷
内　容：長良川流域における洪水被害等

を想定した大規模水防演習等で，当支
部の会員の協力を得て浮体式防潮ゲー
ト，次世代無人化施工による災害対応
等のパネル等の展示を行った

関西支部

■支部通常総会
月　日：5 月 16 日（水）
場　所：大阪キャッスルホテル 会議室
出席者：深川良一支部長以下 93 名
議　題：①平成 29 年度事業報告及び決

算報告の件　②任期満了に伴う運営委
員選任に関する件　③平成 30 年度事
業計画及び収支予算の件　④本部事業
概要報告　⑤平成 30 年度会長表彰　
⑥優良建設機械運転員等表彰

講　演：「アスタコシリーズの開発と災
害対応について」講師…日立建機㈱ブ
ランド・コミュニケーション本部 広
報戦略室 広報・IR 部 広報グループ 
部長代理　小俣貴之氏

■建設用電気設備特別専門委員会（第443回）
月　日：5 月 23 日（水）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①委員会総会　②「JEM-TR121 

建設工事用電機設備機器点検保守の
チェックリスト」見直し検討　③その
他

中国支部

■第 7回支部通常総会
月　日：5 月 14 日（月）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
出席者：河原能久支部長ほか 108 名
議　題：①平成 29 年度事業報告につい

て　②平成 29 年度決算報告について
③平成 30・31 年度役員選任について
④平成 30 年度事業計画（案）につい
て　⑤平成 30 年度収支予算（案）に
ついて　⑥本部事業概要及び事業計画
説明　⑦本部感謝状贈呈　⑧講話「国
土交通行政の最近の話題」中国地方整
備局企画部長　吉田敏晴氏

■平成 30年度「建設の機械化施工優良技
術者」表彰式
月　日：5 月 14 日（月）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
受賞者：運転・整備部門 1 名，管理部門

5 名，技術開発部門 1 名，計 7 名

■記念講演会
月　日：5 月 14 日（月）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
演　題：i-Construction による建設技術

者教育のイノベーション
講　師：松江工業高等専門学校 環境・

建設工学科教授　大屋誠氏　

四国支部

■ H30第 1回運営委員会
月　日：5 月 9 日（水）
場　所：ホテル マリンパレスさぬき（高

松市）
出席者：長谷川修一支部長ほか 25 名
内　容：① H29 年度事業報告に関する

件　② H29 年度決算報告に関する件
③ H29 年度会計及び業務監査報告に
関する件　④ H30 ～ 31 年度役員等候
補者（案）に関する件

■四国支部第 7回（H30年度）通常総会
月　日：5 月 9 日（水）
場　所：ホテル マリンパレスさぬき（高

松市）
議決権総数：130 社
出席社数：117 社（うち，委任状提出 45

社）
出席者総数：長谷川修一支部長ほか 99

名
議　題：第 1 号議案　H29 年度事業報告

承認の件，第 2 号議案　H29 年度決算
報告承認の件，第 3 号議案　H29 年度
会計及び業務監査報告に関する件，第
4 号議案…1）任期満了に伴う役員改
選に関する件，2）運営委員会の報告
に関する件，第 5 号議案　H30 年度事
業計画に関する件，第 6 号議案　H30
年度収支予算に関する件

その他…① H30 年度本部等事業概要説
明　②優良建設機械運転員・整備員等
表彰　③特別講演「公共工事の品質確
保と i-Construction・生産性向上の取
り組み」講師…四国地方整備局企画部
長　野﨑智文氏

九州支部

■九州建設技術フォーラム 2018実行委員会
月　日：5 月 8 日（火）
出席者：深田英二事務局長
議　題：①「九州建設技術フォーラム

2017」の開催結果について　②「九州
建設技術フォーラム 2018」の開催方
針について

■ H30年度第 1回運営委員会
月　日：5 月 17 日（木）
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場　所：福岡リーセントホテル
出席者：麻生誠副支部長ほか 25 名
議　題：① H28 年度事業報告及び決算

報告　② H29 年度事業計画及び収支
予算　③ H29 年度支部役員の選任　
④ H28 年度優良建設機械運転員等表
彰

■第 7回通常総会
月　日：5 月 17 日（木）
場　所：福岡リーセントホテル
出席者：松嶋憲昭支部長ほか 75 名
議　題：① H29 年度事業報告及び決算

報告　② H30 年度事業計画及び収支
予算　③ H30・31 年度支部役員の選

任
■優良建設機械運転員等表彰

月　日：5 月 17 日（木）
場　所：福岡リーセントホテル
表彰者：33 名
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コンクリート工事，コンクリート構造　特集

平成 28 年 7月号（第 797 号）

▪巻頭言　プレキャスト技術による耐久性の向上
▪技術報文
・場所打ち UFC による PC 道路橋　デンカ小滝川橋
・外ケーブルを合理化配置した有ヒンジ橋の多径間連続化技術

淙徳橋上部工連続化工事
・プレキャスト工法を活用したサッカー専用スタジアムの設計施工
・火災時におけるコンクリートの爆裂評価方法
・場所打ち函渠における品質確保の取組み

丹波綾部道路瑞穂 IC 函渠他工事における SEC 工法，ND-WALL
工法の事例

・  設計基準強度 300 N/mm2 の超高強度プレキャスト RC 長柱の開
発と適用

・  スラグ骨材を用いた舗装用コンクリートの特性
・  後施工六角ナット定着型せん断補強鉄筋による耐震補強工法
・電子制御式コンクリートミキサー車の紹介
・中性子遮蔽コンクリートの技術改良

普通コンクリートの 1.7 倍の中性子の遮蔽性能を有するコンク
リートの生産性を向上

▪投稿論文
・環境に優しく豪雨と地震に強い新しい補強土壁工法の研究開発
▪ CMI 報告　油圧ショベルの省エネ施工　省エネ効果の検証試験
▪部会報告　除雪機械の変遷（その 20）　小形除雪車（2）
▪統計　建設企業の海外展開

i-Construction　特集

平成 28 年 8月号（第 798 号）

▪巻頭言　イノベーションを取り込むための建設生産システム革命
▪行政情報
・i-Construction　　ICT 土工の全面展開に向けた技術基準の紹介
▪技術報文
・  IoT で建設現場の生産性向上　ソリューションを一元管理するク

ラウド型プラットホーム「KomConnect」
・ドローンを用いた空撮測量の実工事への適用
・MMS 点群データを活用したインフラマネジメント

InfraDoctor によるスマートインフラマネジメント
・  重力式コンクリートダム取水塔施工での 4D モデル・3D 模型の

活用

・  無線発信機を活用した作業所内の高所作業車・作業所員の位置把
握システム

・掘進中にシールド機外周部の介在砂層をリアルタイム探査
比抵抗センサーを用いた介在砂層探査技術

・  VRによる安全管理　ゴーグル型ディスプレイによる安全の可視化
・ブルドーザーマシンコントロールシステムの最新技術の紹介

マストレスタイプ MC システム　3D-MC MAX

・  複雑な地形形状における覆工設置工事への3次元地形データの適用
▪  投稿論文
・  無人化施工による破砕・解体作業時における触知覚情報の必要性

と実態　～媒体を通じた人の触知覚の実態～
▪交流の広場
・ICT を活用した精密農業の取り組み

農業における IoT を実現する新たな取り組み
▪ CMI 報告
・  情報化施工研修会の取り組みと i-Construction へ対応した研修会に向けて
▪部会報告　除雪機械の変遷（その 21）　小形除雪車（3）

道路　特集

平成 28 年 9月号（第 799 号）

▪巻頭言　道路事業の今後と課題
▪行政情報
・  「凸部，狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」の制定
・大規模災害時における道路交通情報提供の役割と高度化
▪技術報文
・コンクリート床版上面補強工法の確立　PCM 舗装施工機械開発
・  供用中の二層式高速道路高架橋における上下層拡幅工事
・路面滞水処理作業における新規機械の開発

自走式路面乾燥機の開発
・舗装工事における CIM の試行　CIM 導入による効果と課題
・  道路用ボラードの利用状況とテロ対策用ボラードの性能評価
・日本の高速道路における移動式防護柵の初導入

常盤自動車道における試行導入結果
・  センサー技術を活用した道路用機械の安全対策技術の開発
・新たな視線誘導灯の開発

帯状ガイドライト設置事例及びドライバーに与える効果
・グレーダ開発の変遷史
・次世代型路床安定処理機械の開発

ディープスタビライザの品質・安全性向上への取り組み
・除雪作業の安全性向上に関する検討
・  ペイロードマネジメントによる過積載の防止と生産性の確保
▪交流の広場
・地中レーダの原理・特徴と適切に活用するための留意点
▪ JCMA 報告
・平成 28 年度 日本建設機械施工大賞　受賞業績（その 2）
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷　（その 1）黎明期～昭和 12 年
▪ CMI 報告　吹付けノズルマンの技能評価試験
▪統計　平成 28 年度　建設投資見通し

“建設機械施工”バックナンバー紹介（抜粋）
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800号記念，維持管理・リニューアル　特集

平成 28 年 10 月号（第 800 号）

▪グラビア
・「建設機械施工」誌 表紙の変遷
・  「建設機械施工（旧誌名：建設の機械化）」誌創刊第 2 号，第 3 号
▪巻頭言
・  インフラ整備への地域住民の協働参画と ICRT の積極的な利活用

～地方の道をだれがいかに守っていくか～
▪記憶に残る工事
　1．  黑四の工事と建設機械
　2．  名神高速道路　山科工事の土工実績と今後の問題点
　3．東海道新幹線の工事について
　4．青函トンネルの概要について
　5．福島原子力発電所建設の工事概要
　6．新東京国際空港の大土工工事
▪行政情報
・  「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」の概要，インフ

ラ老朽化対策の主な取り組み等
▪技術報文
・  多機能橋梁常設足場の開発　耐用年数100年の長寿命化を目指して
・高速道路における大規模更新・大規模修繕工事

高速道路リニューアル事業の本格始動
・首都高速道路における更新事業の取り組み
・移動式たわみ測定装置の紹介

舗装の構造的な健全度を点検する技術の開発
・調整池法面改修工事に係るフェーシング機械

定張力ウインチを搭載した自走式ウインチの開発
▪交流の広場
・  ドローン等を活用したセキュリティサービスと新たな脅威への対応
▪ CMI 報告
・災害復旧支援に向けた応急橋の開発（続報）
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷　（その 2）昭和 13 年～ 31 年

土工　特集

平成 28 年 11 月号（第 801 号）

▪巻頭言　ICT 導入による建設施工の生産性向上に向けて
▪行政情報
・CM 方式を活用した震災復興事業の現状報告
▪技術報文
・  「機械の声を聞く」i-Construction を含有した総合的建機ソリュー

ションの提供　Cat Connect Solution の提案

・i-Construction における重機 ICT コミュニケーション
ライカ アイコン テレマティックス

・加速度応答システムの適用性評価
・マシンコントロール機能を搭載した油圧ショベルの開発

ICT 油圧ショベル「ZX200X-5B」
・  セミオートマシンコントロールシステムを搭載した油圧ショベル

の開発　施工効率向上を実現する CatⓇ グレードアシスト
・UAV 搭載レーザ計測システムの開発
・土工用建設ロボットの開発における新たな挑戦

無人化施工機械から地盤探査ロボット開発の概要紹介
・大分川ダム建設工事
・大規模土工事における ICT 施工と CIM 化への対応

陸前高田市震災復興事業での取り組み
・シェル型浸透固化処理工法　新しい注入形態
・ジオシンセティックス補強土構造物による災害復旧対策

剛壁面補強土工法（RRR（スリーアール）工法）による強化復
旧対策

・近頃の土工技術　デジタルアースムービング
▪交流の広場
・海洋探査技術の現状　水中音響計測技術の応用例紹介
▪ CMI 報告
・  補強土壁工法の新技術　帯状ジオシンセティックス補強土壁の紹介
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷　（その 3）昭和 32 年～ 36 年
▪統計　平成 28 年度 主要建設資材需要見通し

防災，安全・安心を確保する社会基盤整備　特集

平成 28 年 12 月号（第 802 号）

▪行政情報
・次世代社会インフラ用ロボットの開発・導入

取り組みの紹介と災害調査・応急復旧ロボット分野の検証概要
▪技術報文
・凍土方式による陸側遮水壁の造成

凍結管の削孔・建て込み，凍結設備の設置工事
・工事を支える二つの『見える化』　

山田宮古道路─山田北道路改良工事
・早期復興に応えるために取り組んだ現場運営の紹介

国道 45 号吉浜道路工事の事例
・東京モノレールにおける橋脚基礎の耐震補強
・締固めによる木曽三川下流域堤防基礎耐震化の事例紹介

砂圧入式静的締固め工法（SAVE-SP 工法）
・  災害対応ロボット電波を使用した遠隔操縦ロボット用災害対策車

両システムの開発　遠隔操縦ロボットシステム ASAM
▪投稿論文　振動ローラの機械仕様に関する研究
▪交流の広場　防災・災害把握へのドローンの利用
▪ JCMA 報告
・平成 28 年度 日本建設機械施工大賞　受賞業績（その 3）
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷　（その 4）昭和 37 年～ 42 年
▪統計
・インフラシステムの海外展開の動向
・平成 28 年　建設業の業況
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建設機械　特集

平成 29 年 1月号（第 803 号）

▪巻頭言　変化に対応できる生き物が生き残る
▪行政情報
・  国土交通省における「建設施工の地球温暖化対策検討分科会」に

おける燃費基準の検討の動向
▪技術報文
・新型振動ローラの紹介　SW654 シリーズ
・最新型ホイールローダ　950MZ
・新型 50 t 吊ラフテレーンクレーン

Rf シリーズラフター SL-500Rf PREMIUM
・  2014 年度排出ガス規制適合エンジン搭載 4.9 t 吊クローラクレー

ン開発　CC985S-1 の特長
・ガソリン /LPG エンジン式小型フォークリフト

FOZE 0.9 ～ 3.5 トン
・  リチウムイオンバッテリを搭載した新型ハイブリッド油圧ショベル

SK200H-10
・フォークリフト用燃料電池システムの開発と今後の取り組み
・新型高所作業車の開発

スカイボーイ AT-170TG-2，AT-220TG-2
・全回転チュービング装置 RT シリーズ

大口径低空頭・軽量型 RT-250L の紹介
・新世代 350 t つりクローラクレーンの開発　SCX3500-3
・搭乗式スクレーパの開発　HBS-2000「RHINOS」（ライノス）
・大型自航式ポンプ浚渫船　CASSIOPEIA Ⅴ
・鉄道クレーン車　KRC810N
・油圧ショベル　PC138US/PC128US-11
・ショベル系の開発と変遷史
▪交流の広場
・安全の責任について考える

～技術者の身に着けるべきグローバルな安全感覚～
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷（その 5）昭和 43 年～ 50 年
▪統計　建設機械産業の現状と今後の予測について

大深度地下，地下構造物　特集

平成 29 年 2月号（第 804 号）

▪巻頭言　トンネル工事の効率化のために
▪技術報文
・地下鉄建設技術と工事用機械　90 年の歴史を概観する
・倉敷国家石油ガス備蓄基地　LPG 岩盤貯槽建設工事

プロパン 40 万 t を貯蔵する水封式岩盤貯槽
・非開削工法による海底ケーブル陸揚管路敷設　リードドリル工法

・地下ダム工事における SMW 工法の精度管理システム !!
リアルタイムによる施工管理システム

・本体兼用鋼製連壁の地下トンネル築造工事
・3 連揺動型掘進機による地下通路の施工実績

日比谷連絡通路工事　R-SWINGⓇ工法
・国内最大のシールドマシン 東京外環（関越～東名）事業に使用
・縮径トンネル掘削機の開発

トンネル掘削機外径の縮小・復元が可能な縮径 TBM
・海外のケーブル埋設用掘削機械の実態調査と掘削試験
・  情報化施工を活用した大口径・大深度立坑における効率的な水中

掘削技術　自動化オープンケーソン工法による大口径・大深度
オープンケーソンの施工

・大型埋設物を切り回し地下鉄直上に短期間で通路を築造
東京メトロ東西線・パレスホテル東京　地下通路

・大水深構造物の点検用水中調査ロボット
・トンネル等屋内工事現場における位置把握システムの開発

屋内空間でのヒト・モノの位置をリアルタイムに把握
▪投稿論文
・振動ローラの加速度計測を利用した地盤剛性値の算出について
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷（その 6）昭和 51 年～ 58 年
▪統計　建設業における労働災害の発生状況

地球温暖化対策，環境対策　特集

平成 29 年 3月号（第 805 号）

▪巻頭言　自動車及び建設機械の排ガス浄化・低燃費化施策
▪技術報文
・  二酸化炭素（CO2）排出量を 6 割削減できる高炉スラグ高含有セ

メントを用いたコンクリートの実工事への適用
ECM（エネルギー・CO2 ミニマム）セメント・コンクリートシステム

・CO2 排出量削減に向けた IoT 技術の活用事例
IoT 技術で取得した建設機械稼働データの分析　KenkiNavi

・水素社会を実現する具体的提言
産業廃棄物処理の現場から水素社会を実現する技術

・土木機械設備における LCA 適用の考え方に関する一考察
・山岳トンネル工事のエネルギーマネジメントシステム

TUNNEL EYE
・自動粉じん低減システム　粉じん見張り番
・帯電ミストによる浮遊粉塵除去システムの開発

マイクロ EC ミストⓇ

・グラブ浚渫の効率化と精度向上を実現したトータルシステム
浚渫施工管理システムに三次元データを導入したグラブ浚渫トー
タル施工システム

・凝集効果が長期間持続する凝集剤による濁水処理方法の紹介
徐放性凝集剤「J フロック」

・自然由来ヒ素汚染土壌の分離浄化処理工法の開発
・高性能ボーリングマシンの低騒音化・自動化

再生可能エネルギー熱の普及に向けた取組み
・トンネル工事の発破に伴う低周波音の低減装置

サイレンスチューブ
・おもりを用いた工事振動低減工法の概要　地盤環境振動低減工法

GMD 工法
▪交流の広場
・  VR による BIM と建築環境シミュレーションの同時可視化シス

テム
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▪部会報告　アスファルトプラントの変遷（その 7）

建設業の海外展開，海外における建設施工　特集

平成 29 年 4月号（第 806 号）

▪巻頭言　建設業のインフラ海外展開
▪行政情報
・建設業の海外展開と ODA
▪技術報文
・ラックフェン国際港アクセス道路・橋梁工事

ベトナム国内最大の海上橋
・既設営業線直下での圧気併用開放型矩形シールド機による施工

シンガポール地下鉄トムソン線マリーナベイ新駅
・シンガポール MRT

トムソン－イーストコーストライン T207 工区
・台北市における大深度圧入ケーソンの施工実績

台湾・大安電力シールド工事
・  スマラン総合水資源・洪水管理事業ジャティバランダム建設工事

JICA Loan IP-534
・ケニア　モンバサ港コンテナターミナル開発工事

JICA Loan Agreement No. KE-P25
・  シンガポール・チュアスフィンガーワンコンテナターミナル埋立

工事
大型自航式ポンプ浚渫船〈CASSIOPEIA V〉による埋立浚渫工事

・シンガポール・トゥアス地区でのグラブ浚渫
トゥアスコンテナターミナル建設プロジェクト

・ソロモン諸島ホニアラ港施設改善計画工事
▪交流の広場
・日本企業による水ビジネスの海外展開
▪部会報告　アスファルトプラントの変遷（その 8）

解体とリサイクル，廃棄物処理　特集

平成 29 年 5月号（第 807 号）

▪巻頭言　建設系廃棄物のリサイクルの今後の展望
▪技術報文
・環境負荷を大幅に削減した解体工法を本格適用

シミズ・クールカット工法
・最新の超大型建物解体機　SK2200D
・各種技術を駆使したダム撤去工事
・解体コンクリートの現場内有効利用の多様化

ガランダム工法の適用範囲・施工法の拡充
・大規模土工事における岩塊の有効活用と搬送設備のリユース

東松島市野蒜北部丘陵地区震災復興事業における取組み
・  震災コンクリートがらを利用した海水練りコンクリートの製造・

施工

・産業用ロボットを応用した建設廃棄物選別システム
・植物廃材を活用した「バイオマスガス発電」
・  汚染土壌対策　戦略的な土地活用を支援する「サステナブルレメ

ディエーション」に基づく評価ツールの開発　SGRT-T
・新東名高速道路における建設時の重金属含有土対策
・  簡易破砕方式によるベントナイト混合土を用いた遮水層の効率的

施工技術
T-Combination クレイライナー工法による現地発生土の有効利用

・港湾内放射性汚染物質の被覆・封じ込め
1F 港湾内海底土被覆工事の概要

・放射能汚染土の分級減容化と再生利用に関する検討
▪交流の広場　新幹線地震対策技術の進化を振り返る
▪部会報告　アスファルトプラントの変遷（その 9）
▪統計　平成 29 年度 公共事業関係予算

都市環境，都市基盤整備，自然再生等　特集

平成 29 年 6月号（第 808 号）

▪グラビア　時代の建層（ときのけんそう）
▪巻頭言　育てる
▪技術報文
・整備新幹線の軌道・電気工事用機械
・地下水流動を妨げずに事業継続できる汚染地下水の拡散防止技術

原位置で多様な複合汚染地下水に対応可能なマルチバリア工法
・硬質粘土塊を対象とした自然由来砒素の浄化技術
・微生物を利用した水銀汚染土壌の浄化技術
・  礫間接触酸化槽と植生浮島を適用した小規模閉鎖性湖沼の水質浄

化事例
・集中豪雨時の道路冠水対策・河川氾濫対策

樹脂製雨水貯留浸透槽の道路下への適用「セキスイ　アクアロー
ド」の開発

・多発する集中豪雨に対応した高機能雨水貯留施設の開発
ハイブリッド雨水貯留システム

・建設工事における生物多様性保全および環境創造技術
・  敷地の潜在的な力を引き出す自然再生による「六花の森」プロジェ

クト
・「再生の杜」ビオトープ竣工後 10 年目の生物生息状況

都市域における生物多様性向上を目指して
・転炉系製鋼スラグ資材を用いた海域環境造成技術の開発
・樹木対応型壁面緑化システムの開発

バーティカルフォレストⓇ

・時代の建層（ときのけんそう）
建設残土を利用した，時代を積み重ねる都市更新の提案

▪交流の広場
・  セメント製造工程を活用した車載リチウムイオン電池のリサイク

ル技術
▪ CMI 報告　ブルドーザの燃費評価値から実作業燃費への換算
▪部会報告　アスファルトプラントの変遷（その 10）
▪統計　主要建設資材価格の動向
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基礎工，地盤改良　特集

平成 29 年 7月号（第 809 号）

▪巻頭言　大規模災害で発生する災害廃棄物対策にむけて
▪技術報文
・  高機能，施工の省力化，省資材化を達成した防潮堤の開発

ハイブリッド防潮堤の開発施工事例
・ニューマチックケーソンによる深さ 70 m 大深度立坑築造工事
・狭隘空間でも施工可能な場所打ち杭工法の概要と施工事例

超低空頭場所打ち杭工法　C-JET18
・地中障害物撤去の新技術・新工法の開発　A-CR 工法
・  都市高速道路における ASR 劣化が生じた橋脚梁部の再構築施工

阪神高速道路　西船場ジャンクション改築事業における事例紹介
・空頭制限 2.0 m 以下で施工可能な小口径鋼管杭工法の開発

ST マイクロパイル工法
・地盤改良体方式斜め土留め工法の適用事例

富山新港火力発電所 LNG1 号機新設工事
・廃棄物最終処分場の減容化技術の開発と施工事例

リフューズプレス工法
・大口径相対攪拌工法の概要と施工事例　KS-S･MIX 工法
・  地盤改良分野の ICT 活用技術　ジェットグラウト施工管理シス

テム，GNSS ステアリングシステム，3D-ViMa システム
・大口径拡底杭工法対応のアースドリル開発　SDX612
・三点式杭打機フェニックスシリーズ　「DH758-160M」の紹介
・低空頭，狭隘地で活躍する軽量小型の地中連続壁掘削機の開発

MPD-TMX 工法
・地盤改良工事を全自動で施工管理

ICT を導入した全自動施工管理制御システムの開発　Y-LINK
・木造住宅の耐震性　ビッグフレーム構法とマルチバランス構法
▪ JCMA 報告　  平成 29年度 日本建設機械施工大賞 受賞業績（その1）
▪部会報告　ISO/TC 127 国際作業グループ会議報告

歴史的遺産・建造物の修復　特集

平成 29 年 8月号（第 810 号）

▪グラビア
・3D 技術を用いた軍艦島のデジタルアーカイブ

過去，現在そして未来へ
▪巻頭言　歴史遺産感動の 3 要素
▪技術報文
・魅せる素屋根の技術と見せる保存修理

近代ニッポンを支えた世界遺産　旧富岡製糸場
・伝統建築における設計施工一貫 BIM

薬師寺食堂（じきどう）復興事業
・熊本城の櫓を鉄の腕で支える

飯田丸五階櫓倒壊防止緊急対策工事
・経年が 100 年を超える鉄道土木構造物の維持管理

・国重要文化財の永代橋，清洲橋の長寿命化
・大規模シェル構造ラジアルゲート建設への取り組み

大河津可動堰改築ゲート設備工事
・新橋駅の改良とレンガアーチの補強・保存
・狭山池の改修とその技術の変遷
・歴史的鋼橋の補修補強工事

土木遺産である晩翠橋の補修補強工事の紹介
・3D 技術を用いた軍艦島のデジタルアーカイブ

過去，現在そして未来へ
・歴史的建造物の移動（曳家），免震化（レトロフィット）工事
・消えた建設機械遺産群　わが国の建設機械の始祖
▪交流の広場　博物館明治村
▪ JCMA 報告　  平成29年度　日本建設機械施工大賞 受賞業績（その2）
▪ CMI 報告　放置車両等を移動する道路啓開機材の開発検討
▪部会報告
・アスファルトプラントの変遷（その 11）
・ISO/TC 127 国際作業グループ会議報告
▪統計　建設企業の海外展開

維持管理・老朽化対策・リニューアル　特集

平成 29 年 9月号（第 811 号）

▪巻頭言　社会インフラの老朽化，これは JAPAN IN RUINSですか
▪行政情報
・ダム再生　既設ダムの有効活用
・道路の老朽化対策の取り組み
▪技術報文
・  車線供用下での東名高速道路リニューアル事業の施工

用宗高架橋（下り線）の床版取替え工事
・PC ゲルバー橋の連続化　首都高速 1 号羽田線　勝島地区橋梁
・短工期を実現した天井板撤去の取組み

神戸長田トンネル天井板撤去工事
・走行型高速3Dトンネル点検システム　MIMM-R（ミーム・アール）

画像・レーザー・レーダー技術による点検・調査・診断支援技術
・武蔵水路『安全・安心な施設へのリニューアル』

水路改築工事におけるプレキャスト工法の施工実績
・福岡空港における高強度 PRC 版による老朽化対策
・港湾構造物の維持管理への ICT の活用

無線操作式ボートを用いた港湾構造物の点検・診断システム
・鉄道構造物の維持管理と検査・診断技術
・鉄道構造物の延命化・リニューアル技術
・高強度かつ高耐久性のセメント系繊維補強材料

タフショットクリートⓇ

・  産業遺産である老朽化した水力発電所の改修と立坑掘削時におけ
る地山の変位と対策

・歴史的建造物（レンガ建屋）の曳家工法による保存
蹴上浄水場第 1 高区配水池改良工事

・船場センタービル外壁改修工事
大規模商業施設における外壁改修

▪ JCMA 報告　  平成 29年度 日本建設機械施工大賞 受賞業績（その3）
▪ CMI 報告
・構造物の耐衝撃性評価に関する試験・研究

鋼製台車とレールを用いた衝突試験装置の紹介
▪部会報告　アスファルトプラントの変遷（その 12）
▪統計　平成 29 年度　建設投資見通し
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建築　特集

平成 29 年 10 月号（第 812 号）

▪巻頭言　人工技能研究のすすめ
▪行政情報
・「適正な施工確保のための技術者制度検討会」とりまとめ
・建築物省エネ法の概要
▪技術報文
・ホール舞台スノコ天井リフトアップ工事
・既存建物の不快な床振動を低減する制振技術

SPADA（スパーダ）－ Floor
・VR 技術を活用した教育システムの開発と運用

施工技術者向け VR 教育システム
・ 地上躯体に適用可能な中品質再生骨材を用いたコンクリートの実

用化
・外側耐震補強構法『KG 構法』の新たな展開

完全外部施工方法の開発
・杭頭接合部の耐震性能向上および施工の省力化技術

鋼板補強型杭頭接合工法　TO-SPCap 工法の開発
・スマートデバイスを活用した『杭施工記録システム』の開発
「KOCo チェックシステム」アプリケーションの紹介

・ロボット溶接による建築現場溶接施工法の開発と適用
・自律型清掃ロボットを開発　T-iROBOⓇ Cleaner
・建物の安全性即時診断システム

1 ヶ所の地震計で地震後即時に建物の安全性を自動診断
・ハイブリッド架構による耐火木造建築の技術開発
▪交流の広場
・デザイン思考でデジタル活用　労働安全分野への適用
▪ JCMA 報告
・平成 29 年度　日本建設機械施工大賞　受賞業績（その 4）
▪部会報告　ISO/TC 127 国際作業グループ会議報告

防災，安全／安心を確保する社会基盤整備　特集

平成 29 年 11 月号（第 813 号）

▪巻頭言　社会資本整備を考える
▪行政情報
・L アラート：防災情報共有システムの現状
▪技術報文
・ 平成 28 年熊本地震における阿蘇大橋地区斜面防災対策工事での

分解組立型バックホウの活用
・国内初大型ニューマチックケーソン 2 函同時沈設施工
・サイフォンと水中ポンプの機能を併用した排水システムの開発

ハイブリッド・山辰サイフォン排水システム
・熱赤外線サーモグラフィによる斜面調査

・ 地下鉄トンネル覆工のはく離・浮きの可視化による検出システム
の検討

・無排泥粘土遮水壁工法の開発　エコクレイウォールⅡ工法
・老朽化した狭小導水路トンネルリニューアルの機械化施工
・超音波振動を併用した薬液注入工法　UVG 工法
・石積み擁壁耐震補強工事における鉄道営業線近接施工
▪交流の広場
・ 非常食の循環システム付き宅配ロッカー「イーパルボックス」ソ

リューションによる，ローリングストック実現にむけて
▪ JCMA 報告
・平成 29 年度　日本建設機械施工大賞　受賞業績（その 5）
▪部会報告
・ ISO/TC 127 土工機械広島総会及び ISO/TC 127/SC 3/WG 12ISO 

6405 土工機械―操縦装置などの識別記号 国際 WG 会議報告
▪統計　平成 29 年　建設業の業況

先進建設技術　特集

平成 29 年 12 月号（第 814 号）

▪巻頭言
・建設産業がけん引する「第 4 次産業革命」　具体化への期待
▪行政情報
・i-Construction 推進の取組み状況　普及促進事業の進捗
・国土交通省における CIM の導入・推進
▪技術報文
・ ImPACT タフ・ロボティクス・チャレンジにおける災害対応建

設ロボット
・総合的な i-Construction による緊急災害対応

阿蘇大橋地区斜面防災対策工事における無人化施工
・油圧ショベル用遠隔操縦装置の開発

災害現場への適応性を向上させた新型簡易遠隔操縦装置ロボ QS
・自律移動ロボットによる盛土締固め度及び水分量測定の自動化
・ 次世代建設生産システムの現場適用と生産性向上への展望　ロッ

クフィルダムへの適用紹介とインフラ無線システム
・大水深対応型水中作業ロボットの開発　DEEP CRAWLER
・ドリル NAVI における新機能の開発
・AI を活用したコンクリート表層品質評価システムの開発
・ 建設機械の改造が不要で着脱可能な装置による無人化施工技術の

開発　熊本城崩落石撤去へ汎用遠隔操縦装置「サロゲート」の適
用事例

・ 次世代型ビーコンを利用した屋内作業員の可視化による現場管理
システムの開発　EXBeacon プラットフォーム現場管理システム

・ IoT を活用した建設機械用アタッチメントの稼動管理システム
（TO-MS）の開発　AI で故障予知・稼動監視を実現，未来型ア
フターサービスの提供によるランニングコストの低減

・ 移動体多点計測技術（MMS）を用いた出来形管理に向けた基礎
的研究

▪交流の広場
・パワーアシストスーツを活用した作業者の負担軽減
▪部会報告
・ ISO/TC 127/SC 2/JWG 28 国際ジョイント作業グループ会議報告
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全国で梅雨入りが発表されまし
た。昨年の，梅雨前線による九州北
部豪雨がもたらした甚大な災害が記
憶に新しいところです。地球温暖化
の影響なのでしょうか「非常に激し
い雨（時間降雨量 50 mm 以上）」は
30 年前よりも約 1.3 倍，「猛烈な雨

（時間降雨量 80 mm 以上）」は 30 年
前よりも約 1.7 倍に増加との情報も
あります。我々，当協会員をはじめ
建設業界は少しでも被害が少なくな
るように，また被害の際は迅速な復
旧ができるように心掛けることが命
題ではないでしょうか。

さて今月号の特集は当誌で毎号数
編取り上げられている「i-Construction 
CIM ICT 特集」です。国土交通省
では ICT 土工に加え，ICT 舗装，
ICT 浚渫工と導入を広げ更には
i-Bridge の試行も開始され，また
CIM の更なる活用等 i-Construction
を進めています。当誌もこのキー
ワードを網羅するように報文をお願
いしました。

ICT 舗装では切削オーバーレイ
の MC システム「RD-MC」での実

験において高精度で作業効率の向上
が確認されたようです。ICT 浚渫
ではマルチビームと 4D エコーを用
いた浚渫と UAV，UMV を用いた
盛土を一気通貫した施工管理の報告
がありました。また，i-Bridge では
UAV 測量で取得した地形データと
橋体の 3 次元モデルを使用した 3D
プリンターでの模型や施工推移の映
像を施工管理に役立てるという工夫
が興味深いです。CIM については，
Excel と機械系 3 次元 CAD を連動
させた仮想空間にトンネルを構築し
施工をシミュレーションすることが
出来，更に掘進データを読み込ませ
れば CIM モデルを作成することが
実現したようです。

交流のひろばでは，次世代農業と
して ICT や IoT を活用したスマー
ト農業の研究開発と普及について報
告がありましたが，農業の世界でも
担い手不足と生産性向上への取組み
という，建設業と全く同じ課題を抱
えている現状が読み取れました。

最後に執筆者の皆様にはご多忙に
もかかわらず当誌に執筆いただき感
謝とともに御礼申し上げます。

  （岡本・宮川）

8 月号「地域交通，スマートシティ，自動運転特集」予告
・地域公共交通活性化再生法に基づく取組と課題　・コンパクト・プラス・ネットワークの取組
に関する最近の動向　・スマートにエネルギーマネジメントするマイクログリッド技術　・柏の
葉スマートシティ概要と我々の取り組み　・首都高速道路のスマートインフラマネジメントシス
テム　・宇都宮市が取り組む LRT 整備事業の紹介　・気仙沼線・大船渡線の BRT による復旧
・新潟市のまちづくりと公共交通・BRT 導入取り組みについて　・新潟市における BRT と新バ
スシステム　・鉄道廃線敷を活用した新交通（BRT）の導入　・都市交通の領域的整備に向けて
・沖縄におけるバス自動運転実証実験の紹介　・ラストマイル自動走行の実証評価（輪島市）を
開始　・群馬大学における次世代モビリティの研究　・マイカー空席「見える化」による過疎地
の交通課題解決　・都市交通課題への交通シミュレーションの適用
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巻頭言　技術開発と「社会実装」 ● i-Construction推進コンソーシアム等
● 港湾工事におけるICTの活用

行政情報

技術報文

主要建設資材価格の動向統　　計

一般社団法人 日本建設機械施工協会

ICT・IoTによる次世代農業への取り組み交流の広場

平成30年度 日本建設機械施工大賞 受賞業績（その1）JCMA報告

● 地方自治体におけるICT 活用工事の取り組みの紹介　
● PC上部工工事におけるi-Bridge実現に向けた新たな試み　
● 不整地運搬車（クローラキャリア）の自動走行技術の開発　
● 建設機械の遠隔施工における5Gの導入
● 建機遠隔操作の高度化と建機自律制御の開発　他
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