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技術報文 ● 無人建機による自律施工がもたらす未来の建設現場
● 建設機械の自動化による次世代建設生産システムの開発
● 深層学習を用いた油圧ショベル自動制御システムの開発事例
● 自律飛行型ドローンとAIを活用したトンネル発破施工の最適化
● 山岳トンネル切羽評価AIシステムによる生産性向上　他

巻頭言　施工のデジタルトランスフォーメーションで実現する未来の建設現場
● データ活用による建設現場の生産性向上
● 地理院地図
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1 商品名
日本建設機械要覧2019

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

令和元年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2019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

令和元年5月　HP：http://www.jcmanet.or.jp/

Webサイト　要覧クラブ

　2019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

から、2016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2019年版を含め

ると1998年から2018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。

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

にアクセスできます。

2019年版

日本建設機械要覧電子書籍（PDF）版
発売通知
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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。

　2019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年版から2016年版までの全ての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2019年版を含めると1998年か
ら2018年までの建設機械データが活用いただけます。
 なお同じ要覧クラブ上で2019年版要覧以降発売された新機種情報もご覧いただけます。

・B5判、約1,276頁／写真、図面多数／表紙特製

・2016年版より外観を大幅に刷新しました。

2019年版

2019年版　内容

　好評をいただきました2016年版につづき2019年版「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

発売のご案内

・ブルドーザおよびスクレーパ

・掘削機械

・積込機械

・運搬機械

・クレーン、インクラインおよび

ウインチ

・基礎工事機械

・せん孔機械およびブレーカ

・トンネル掘削機および設備機械

・骨材生産機械

・環境保全およびリサイクル機械

・コンクリート機械

・モータグレーダ、路盤機械

および締固め機械

・舗装機械

・維持修繕・災害対策用機械

および除雪機械

・作業船

・ICT建機、ICT機器　

　　　　　　　（新規）

・高所作業車、エレベータ、

リフトアップ工法、横引き工法

および新建築生産システム

・空気圧縮機、送風機およびポンプ

・原動機および発電・変電設備等

・建設ロボット

・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

平成31年3月

発 刊 日

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（複数冊の場合別途）

※2019年10月から本体価格＋消費税10％となります。

価　　格（消費税8％含む）
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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（令和元年 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 R 元年 6月 日本建設機械要覧 2019 年電子書籍（PDF）版 64,800 54,000 －
  2 R 元年 6月 建設機械スペック一覧表 2019 年電子書籍（PDF）版 59,400 48,600 －
  3 R 元年 5月 橋梁架設工事の積算　令和元年度版 10,800 9,180 900
  4 R 元年 5月 令和元年度版　建設機械等損料表 8,640 7,344 700
  5 H31 年 3 月 日本建設機械要覧　2019 年版 52,920 44,280 900
  6 H30 年 8 月 消融雪設備点検・整備ハンドブック 12,960 10,800 700
  7 H30 年 5 月 よくわかる建設機械と損料  2018 6,480 5,508 700
  8 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
  9 H30 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 30 年度版 10,800 9,180 900
10 H29 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 29 年度版 10,800 9,180 900
11 H29 年 4 月 平成 29 年度版　建設機械等損料表 8,640 7,344 700
12 H29 年 4 月 ICTを活用した建設技術（情報化施工） 1,296 1,080 700
13 H28 年 9 月 道路除雪オペレータの手引 3,780 3,402 700
14 H28 年 5 月 よくわかる建設機械と損料 2016 6,480 5,508 700
15 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
16 H28 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 28 年度版 10,800 9,180 900
17 H28 年 5 月 平成 28 年度版　建設機械等損料表※ 8,640 7,344 900
18 H28 年 3 月 日本建設機械要覧　2016 年版 52,920 44,280 900
19 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
20 H25 年 6 月 機械除草安全作業の手引き 972 864 700
21 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
22 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷　　 3,240 250
23 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷【CD】 3,240 700
24 H22 年 7 月 情報化施工の実務 2,160 1,851 700
25 H21 年 11 月 情報化施工ガイドブック 2009 2,376 2,160 700
26 H20 年 6 月 写真でたどる建設機械 200 年 3,024 2,560 700
27 H19 年 12 月 除雪機械技術ハンドブック 3,086 700
28 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
29 H17 年 9 月 建設機械ポケットブック　（除雪機械編）※ 1,029 250
30 H16 年 12 月 2005 「除雪・防雪ハンドブック」 （除雪編）※ 5,142 250
31 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
32 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
33 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
34 H15 年 6 月 地球温暖化対策　省エネ運転マニュアル 540 250
35 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
36 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
37 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
38 H11 年 5 月 建設機械化の 50 年 4,320 700
39 H11 年 4 月 建設機械図鑑 2,700 700
40 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
41 H9 年 5 月 建設機械用語集 2,160 1,944 700
42 H6 年 8 月 ジオスペースの開発と建設機械 8,229 7,714 700
43 H6 年 4 月 建設作業振動対策マニュアル 6,172 5,554 700
44 H3 年 4 月 最近の軟弱地盤工法と施工例 10,079 9,565 700
45 Ｓ 63 年 3 月 新編　防雪工学ハンドブック【POD版】 10,800 9,720 700
46 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
47 建設機械履歴簿 411 250

48 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％



特　　集 IoT，AI，ビッグデータ
巻頭言 4 施工のデジタルトランスフォーメーションで実現する未来の

建設現場
四家千佳史�　 コマツ　執行役員　スマートコンストラクション推進本部　本部長， 

（一社）日本建設機械施工協会　i-Construction 施工による生産性向上推進本部　副本部長

行政情報 5 データ活用による建設現場の生産性向上
佐藤　重孝　�国土交通省　大臣官房　技術調査課　工事監視官

9 地理院地図
佐藤　壮紀　�国土交通省　国土地理院　地理空間情報部　情報普及課　課長

特集・�
技術報文

12 無人建機による自律施工がもたらす未来の建設現場
四家千佳史　�コマツ　執行役員　スマートコンストラクション推進本部　本部長
村上　数哉　�コマツ　スマートコンストラクション推進本部　事業開発部　主幹

17 建設機械整備，保全における AI，ビッグデータ活用の取り
組み　高齢化，人材不足問題を IT，OT の融合により解決を図る
鈴木　　純　�日立建機日本㈱　サービス本部　サービス企画部長
角谷　有司　�㈱日立製作所　デジタルテクノロジーイノベーションセンタ　データサイエンス研究部　主任研究員
猪瀬　聡志　�日立建機㈱　ライフサイクルサポート本部　カスタマーサポート事業部　ConSite 開発部長

22 MMS による土工現場の出来形計測と新たに考案した精度管
理手法
早川健太郎　�安藤ハザマ　建設本部　技術研究所　先端・環境研究部　研究員
白石宗一郎　�朝日航洋㈱　モビリティ空間技術部　インフラドクター推進グループ

27 工事施工データ等の基盤情報を有効活用する AI 技術
白﨑　義則　�ユニコシステム㈱　第二システム部　常務

32 建設機械の自動化による次世代建設生産システムの開発
A4CSEL（クワッドアクセル）によるダム堤体本格的盛り立て実施
田中　秀昭　�鹿島建設㈱　機械部　自動化施工推進室　担当部長

37 深層学習を用いた油圧ショベル自動制御システムの開発事例
油圧ショベルが無人かつ自律的に施工を行う現場を目指して
西村　弘平　�㈱DeepX　エンジニア
冨山　翔司　�㈱DeepX　エンジニア

44 自律飛行型ドローンと AI を活用したトンネル発破施工の最
適化　NATM発破良否判定システム『Blast Eye/AI』
中林　雅昭　�戸田建設㈱　土木技術営業部　部長
杉山　　崇　�戸田建設㈱　土木技術営業部　技術 1課　課長代理
本木　章平　�戸田建設㈱　技術開発センター　施工革新ユニット　係員

49 クレーン等の音声操作システム
洗　　光範　�㈱竹中工務店　生産本部　生産企画部　部長　機械電気担当

54 力触覚伝達型遠隔操作システムと AI を連携
ロボット自律化に新手法
大手山　亮　� 大成建設㈱　エンジニアリング本部　エンジニアリングソリューション部　自動化ソリューション室　 

シニアエンジニア
廣木　正行　� 大成建設㈱　エンジニアリング本部　エンジニアリングソリューション部　自動化ソリューション室　 

シニアエンジニア

目　　次

http://www.jcmanet.or.jp/
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61 山岳トンネル切羽評価 AI システムによる生産性向上
畑　　浩二　�㈱大林組　技術研究所　地盤技術研究部　部長
中岡　健一　�㈱大林組　技術研究所　地盤技術研究部　副部長

66 複合現実技術を用いた建設業の生産性向上
「Holostruction」開発による施工検査の効率化と事業トレーサビリティ向上
青木　　悠　�小柳建設㈱

交流のひろば 70 C4I にみる ICT 施工の未来
岡本　直樹　�建設機械史研究家

ずいぞう 74 ブラジル
船戸　正啓�　コマツ　開発本部

76 田園風景の想い　スマート農業と建設業
水澤　和久　�範多機械㈱　次長

JCMA報告 78 日本建設機械施工大賞　受賞業績
部会報告 86 新東名高速道路高取山トンネル西工事　現場見学会報告

機械部会　トンネル機械技術委員会

88 新工法紹介　機関誌編集委員会

92 新機種紹介　機関誌編集委員会

統計 94 建設工事受注額・建設機械受注額の推移　機関誌編集委員会

95 行事一覧（2019 年 5月）

98 編集後記（岡本・中川）

◇表紙写真説明◇
新コンセプトのキャブレス無人ダンプ車両

（2016年の米国展示会における実機展示の様子）
写真提供：コマツ

これまでにない全く新しいコンセプトの無人専用運搬車両である。本機は，運転室（キャブ）をなくし，
積込場や排土場での切り返し動作を不要にする。特に，滑りやすい現場や積込場の狭さなどの制約から
既存の無人ダンプトラックでは稼働しにくい現場でも導入でき，大幅な生産性の向上が見込まれる。写
真は，2016 年の米国展示会における実機展示の様子。

2019年（令和元年）7月号 PR目次
【ア】 
朝日音響㈱…………………… 表紙 3
【カ】
コスモ石油ルブリカンツ㈱… 後付 5

コベルコ建機㈱……………… 後付 1
コマツ………………………… 表紙 4
【タ】
大和機工㈱…………………… 表紙 2
㈱鶴見製作所………………… 後付 3

【ハ】
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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国内の建設業界では，今後 10 年間で技能労働者の
1/3 にあたる約 110 万人が高齢化等により離職すると
想定され，労働力不足は避けることのできない深刻な
問題である。また国内建設会社の 9割以上は社員 10
名程度の中小事業者であり，大都市圏・地方ほぼ同率
の分布となっている。未来のための新たな工事はもち
ろん，災害対応，社会インフラ維持のためには，すべ
ての建設現場を安全で生産性の高いスマートでクリー
ンなものにして，もっと多くの人材が建設業界に集ま
るようにすることが解決策となる。
生産性向上の取り組みとして，これまで建機メーカー
ではMC/MG（Machine Control  system/Machine 
Guidance system）を搭載した ICT建設機械の開発・
導入を行ってきた。ICT 建設機械，とりわけ 3 次元
化された設計データ通りに施工を行うMC搭載の建
設機械は，丁張りやトンボの設置作業を不要とし，ま
た法面掘削などの複雑な作業を容易にして人員削減・
燃料コスト削減に寄与している。しかし ICT 建設機
械の導入は施工工程のみを効率化する部分最適であ
り，建設会社の課題解決には不十分である。
国土交通省は 2016 年 4月より，建設生産プロセス全
体における生産性の向上や品質の確保を図ることを目
的として，測量，設計，施工計画，施工，検査，維持
の各プロセスを ICTで有機的につないで見える化する
i-constructionを導入した。建機メーカーにおいても建
機の高機能化のみを追求するプロダクトアウトから脱却
し，建設生産プロセス全体をデジタルデータでつない
で，工事の全体最適化を図るソリューションサービスを
提供開始し，国内 8,000 以上の現場に導入されている。
デジタル化による建設現場の進歩は着実に進んでいる。
しかし，建設業の課題を根本的に解決する安全で生

産性の高いスマートでクリーンな未来の現場を実現す
るには，モノ（建設機械の自動化・高度化）とコト（施
工オペレーションの最適化）の進化レベルを上げて施
工のデジタルトランスフォーメーションを実現する必
要がある。

巻頭言

施工のデジタルトランスフォーメー
ションで実現する未来の建設現場

四　家　千佳史

モノの進化（建設機械の自動化・高度化）とは，建
設機械の自動運転および自律施工のレベルを向上させ
ていくことで，進化の度合いを次の 5段階に区分し整
理した。Level 0：手動，Level 1：単純作業の一部を
建設機械が支援，Level 2：基本作業の一部を建設機械
が自動で行う，Level 3：建設機械が単独で基本作業を
自動で行う，Level 4：他車と連携・協調して作業サイ
クルを自動で行う，Level 5：建設機械が周辺環境を認
識・判断して自律運転を行う。現在最先端の ICT 建
機であっても，オペレータによる操作を主体としてお
り，機械はその操作を簡易化する運転支援に過ぎず，
Level 2 程度の区分である。Level 3 より上位では機械
が主体的に作業を進める高度化段階となり，Level 5
では建設機械が施工の進捗状況に応じた作業や他の建
機の動きと協調した自律動作，近くに人を検知した場
合の回避を建機自らが判断して自動で行い，複数の建
機が協調して自律的に施工を進めていくことが可能と
なる。コトの進化（施工オペレーションの最適化）と
は，設計データ，地形データ，施工計画をそれぞれ
3D化し，高度化段階（Level 4）では進捗に応じた施
工計画作成の自動化が実現し，最高段階（Level 5）で
は現場状況に応じた最適な計画作成が自動化される。
モノとコトが高度に進化した現場では，現況の高精
度測量から生成された 3D データ，施工完成図面の
3Dデータ，および施工計画の 3Dデータに基づいて
日々のタスクが自動作成され，そのタスクに基づき現
場の建機が無人で協調自律し施工を行い，施工の結果
は翌日の施工計画へ反映され，安全で生産性の高いス
マートでクリーンな未来の現場を実現する。
課題も解決のヒントもすべて現場にある。現場に
立って課題を見つけることをすべての起点とし，日々
技術革新が進む IoT・AI 等のデジタル技術を活用し
て現場の課題解決を図っていくことが，建設業全体の
課題解決につながる。

─�しけ　ちかし　コマツ　執行役員　スマートコンストラクション�
推進本部 本部長，（一社）日本建設機械施工協会　i-Construction�
� 施工による生産性向上推進本部　副本部長─
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行政情報

データ活用による建設現場の生産性向上

佐　藤　重　孝

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。今年は，生産
性革命「貫徹の年」とし，生産性向上の取組を積極的に進めている。
全ての建設生産性プロセスで ICT等を活用する i-Construction を推進し，建設現場の生産性を 2025 年
度までに 2割向上させることを目指している。
政府が科学イノベーションの創出に向けて 2018 年度に創設した「官民研究開発投資拡大プログラム

（PRISM）の制度を活用し，i-Construction の取組により建設現場で得られる 3次元データを活用して，
建設生産プロセスのさらなる高度化を図り，建設現場の生産性を飛躍的に向上するための研究開発を加速
化させている。
キーワード：i-Construction，生産性向上，データ活用，品質管理，高度化

1．はじめに

我が国は，現在，人口減少社会を迎えているが，潜
在的な成長力を高めるとともに，新たな需要を掘り起
こしていくため，働き手の減少を上回る生産性向上等
が求められている。また，建設産業の中長期的な担い
手等の確保・育成に向けて，働き方改革を進めること
も重要であり，この点からも生産性向上が求められて
いる。
こうした観点から，国土交通省では，2016 年を「生
産性革命元年」と位置づけ，先進的な取組として「生産
性革命プロジェクト」を実施している。「i-Construction」
は生産性革命プロジェクトの主要施策の 1つである。
国土交通省では，これまで調査・測量から設計，施

工，維持管理の各建設生産プロセスにおいて ICT 等
の導入を進めてきた。施工の分野では 3次元データを
用いて自動制御可能な ICT 建機により施工し，3 次
元データで現場の施工管理等を行う ICT 施工の導入
を進めている。2016 年度の ICT土工を皮切りに，積
算や技術基準等を整備し舗装工，浚渫工に順次拡大
し，建設現場の生産性の向上に取り組んできた。
こうしたなか，政府が科学イノベーションの創出に
向けて 2018 年度に創設した「官民研究開発投資拡大
プログラム（PRISM）の制度を活用し，i-Construction
の取組により建設現場で得られる 3次元データをフル

活用して，建設生産プロセスのさらなる高度化を図
り，建設現場の生産性を飛躍的に向上するプロジェク
トに取り組み始めた。本稿では，その概要について紹
介する（図─ 1）。

2． 建設現場の生産性を飛躍的に向上するた
めの革新的技術の導入・活用プロジェクト

現在，ICT機器の爆発的な普及や，AI，ビッグデー

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ

図─ 1　プロジェクト概要
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タ，IoT 等の社会実装が進む中，社会のあらゆる場面
でデジタル革命が進んでいる。このデジタル新時代の
価値の源泉である「データ」をいかに活用できるかが，
これからの生産性向上のカギである。
こうした中，国土交通省では「建設現場の生産性を

飛躍的に向上するための革新的術の導入・活用プロ
ジェクト」に取り組んでいる。
このプロジェクトでは，建設現場からデジタルデー

タをリアルタイムに取得し，これを活用した IoT，
AI をはじめとする新技術を実際の施工現場で試行す
べく，平成 30 年 7 月～ 8月にかけて技術を公募した。
今回の公募で特徴的なのは，「建設業者」と「建設業
者以外の者（IoT，AI 等関連企業等）」がチームを組
んでコンソーシアムという形で応募していただくこと
を要件にした点である。ここには，従来の発想にとら
われない技術を現場に実装したいという意図がある。
公募では，大きく分けて 2つの技術の提案を募集し

た。すなわち，「Ⅰ．データを活用して施工の労働生
産性の向上を図る技術」と「Ⅱ．データを活用して品
質管理の高度化等を図る技術」である。こうして提案
された技術を，有識者からなる「データ活用による建
設現場の生産性向上ワーキンググループ」において審
査をいただき，試行する技術を選定した。

3．生産性の向上

対象技術として，「Ⅰ．データを活用して土木工事
における施工の労働生産性の向上を図る技術」19 件
を選定した。ここでは，建設現場から得られる様々な
データを活用することで，施工自体の労働生産性を向
上することを目指す。選定された技術の詳細はそれぞ
れ異なるが，取得するデータやその狙いをもとに 3種
類に大別し，以下に紹介する。

（1） 工事目的物の設計・施工データを用いて，施
工を効率化する技術

国土交通省において以前から取り組んでいる ICT
土工では，切土・盛土の出来形を 3次元データとして
取得・活用することによって，従来の施工に比べて効
率化を図っている。こうした意味では，工事目的物の
データをうまく取得・活用する取組は既に進みつつあ
るが，今回試行する技術の中には，従来の ICT 土工
にはない形で工事目的物のデータを活用するものが多
くある。
たとえば，BIM/CIMで設計した配筋の 3次元デー

タをMRデバイスにより現場に再現して施工をサポー

トする提案などが挙げられる（図─ 2）。

（2） 作業員や建設機械の位置や動きのデータを用
いて，施工計画を改善する技術

工事目的物ではなく，それをつくる側，すなわち作
業員や機械の位置や動きのデータを生産性向上につな
げようとする試行も多くある。
たとえば，カメラやセンサーによるデータをAI で
解析し，作業員や機械の作業状況を判別することで，
停滞作業を抽出し，手待ちのムダ等を削減する技術な
どが挙げられる（図─ 3）。

人の動きの善し悪しが結果を左右する分野の一つと
してスポーツ分野がある。「データを制する者が競技
を制する」とも言われ，データ活用や研究が盛んに行
われているが，今回スポーツメーカーを含むコンソー
シアムによる試行がなされるのは，このプロジェクト
の特徴でもある。

（3） 作業員の生体データを用いて，健康管理・安
全管理をする技術

「きつい・危険・汚い」といった 3Kイメージのあ
る建設業において，健康管理・安全管理は大きな課題
である。こうした中で，作業員の生体データを取得・

図─ 2　MRを用いた施工・検査の効率化

配筋イメージによる施工支援 配筋状況の可視化による検査の効率化

図─ 3　AI による建機・作業員の作業判別
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活用する試行もある（図─ 4）。
たとえば，バイタルセンサーによる生体情報を気象

情報や位置情報と組み合わせて，作業ストレスの高い
シチュエーションを特定し，安全対策を講じる技術な
どが該当する。

4．品質管理の高度化

対象技術として「Ⅱ：データを活用して土木工事に
おける品質管理の高度化等を図る技術」を 14 件選定
した。ここでは，建設現場から得られる様々なデータ
を活用することで，品質確保のために行われている試
験や確認などのやり方を高度化することを目指す。対
象技術Ⅰと同様，選定された技術の詳細はそれぞれ異
なるが，取得するデータやその狙いをもとに 2種類に
大別し，以下に紹介する。

（1） 材料や施工のデータを用いて，施工管理基準
に基づく試験等を代替する技術

国土交通省では，直轄工事の実施にあたり，「施工
管理基準」を定め，これに基づく品質管理を行ってい
る。この中には工種や材料に応じた様々な項目につい
ての試験方法等が仔細に規定されているが，データ活
用によって，現行の方法に代替した形で品質管理をす
る試行を行っている。
たとえば，3次元センサーによりベルトコンベアで

輸送中の粗骨材の表面形状の点群データを取得し，こ
れをもとに粒度分布を継続的に算出し，従来のふるい
分け試験を代替する技術などが挙げられる（図─ 5）。

（2） 現場の映像や各種探査データ等を用いた，臨
場立会・確認の技術

工種によらず，あらゆる工事で行われる品質管理の
ひとつが監督職員による臨場立会・確認である。施工
者は発注者が現場に到着するまで現場作業をやめ，ま
た，発注者は現場へ移動するために一定のコストをか

けている。このため，受発注者双方の生産性向上に向
けてデータを活用する試行が多くある。
たとえば，現場の映像や音声をもとに，臨場検査の
代替や緊急時の迅速な協議を実施する提案などであ
る。こうして得られた映像等は位置情報とともに蓄積
することで，不可視部分の事後検証にも活用でき，熟
練者の検査事例として技術伝承の教材として活用する
ことも可能である（図─ 6）。

5．評価結果

平成 30 年度に実施した，「建設現場の生産性を飛躍
的に向上するための革新的技術の導入・活用プロジェ
クト」33 件を「ICT 導入協議会」の下部組織である
「データ活用による建設現場の生産性ワーキンググ
ループ」において評価をしていただき，公表を行った。
「Ⅰ．データを活用して土木工事における施工の労
働生産性の向上を図る技術」の評価としては，A：目
標は達成され，十分な研究成果があったとされたもの
7件，B：目標はおおむね達成され，研究成果があっ
たもの 7件，C：目標の一部に対し一定の成果があっ
たもの 5件であり，「Ⅱ：データを活用して土木工事
における品質管理の高度化等を図る技術」ではA：8
件，B：5件，C：1件であった。
ワーキンググループの委員からは，「非常に汎用性
の高い技術である」，「監督・検査の省力化も期待され
る」，「知見が蓄積されれば革新的な技術となり得る」，
「導入効果は非常に大きい」，「生産性の大きい技術で
ある」などの意見が各コンソーシアムに寄せられ，今
回公募の特徴的な，「建設業者」と「建設業者以外の
者（IoT，AI等関連企業等）」がコンソーシアムを組み，

図─ 4　作業員の生体データの取得・活用

図─ 5　粗骨材の粒度分布の自動算出
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従来の発想にとらわれず，データ活用により，建設現
場の生産性を飛躍的に向上する革新的技術を建設現場
に実装したいという思いへ，一歩近づいた評価結果が
得られた。

6．おわりに

基本的に土木構造物は一品生産である。こうした特
殊性もあり，建設業は他産業に比べてデータの活用が
進んでいるとは決して言えない状況だと思われる。し
かし，逆に言えば，現在十分に活用されていない建設
現場のデータをうまく活用することができれば，3K

イメージを大きく変えることができるかもしれない。
大きなチャレンジだが，臆することなく臨むことが肝
要である。
「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新
的技術の導入・活用プロジェクト」は今年度も公募を
行い，試行を行う予定であり，今年度の試行内容を踏
まえながら，しっかりと建設現場のデータ活用による
生産性向上を進めていきたいと考えている。
 

［筆者紹介］
佐藤　重孝（さとう　しげたか）
国土交通省　大臣官房　技術調査課
工事監視官

図─ 6　現場の映像等による臨場立会・確認の代替
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行政情報

地理院地図

佐　藤　壮　紀

国土地理院では，広く地理空間情報の活用を推進することを目的として，ウェブ地図「地理院地図」を
公開している。地理院地図は，国土地理院が整備している様々な地理空間情報を閲覧できることに加え，
これらの情報を高度に利用できる機能を備えている。
本稿では，地理院地図の概要や閲覧できる情報及び利用できる主な機能を説明する。さらに，地理院地
図で公開している地図データや地理院地図の普及について，地図の活用の拡がりを目指した今後の展開を
述べる。
キーワード：ウェブ地図，地形図，空中写真，防災，ベクトルタイル，オープンデータ

1．はじめに

国土地理院は，我が国唯一の国家地図作成機関とし
て，測量法や地理空間情報活用推進基本法に基づき，
地理空間情報の整備・更新・活用を推進することによ
り，誰もがいつでもどこでも地理空間情報を入手し行
動できる社会の実現，また，「国土を測る・描く・守る・
伝える」を任務とし，国民が安全・安心・豊かな生活
を営むことができるための環境整備として「地理空間
情報高度活用社会」の推進に取り組んでいる。国土地
理院が「描く」地図は全ての地図の基礎であり，国土
の管理や防災対策などを推進する上で，重要な役割を
担っている。また，平常時の備えとして防災地理情報
を地図で「伝える」ことも国土地理院の重要な任務の
ひとつである。国土地理院は，「伝える」手段のひと
つとして，平常時・災害時を問わず地理空間情報を安
定して閲覧できる環境を提供するとともに，広く地理
空間情報の活用を推進するため，インターネットを通
じてウェブブラウザで誰でも利用できるウェブ地図を
2003 年（平成 15 年）から公開を始め（当時の名称は「電
子国土Web システム」），2013 年（平成 25 年）から「地
理院地図」（https://maps.gsi.go.jp/）として公開して
いる。
地理院地図はウェブ地図であるため，インターネッ

トに接続できるパソコンやスマートフォンがあれば，
特別なソフトウェアをインストールすることなく，い
つでもどこでも利用できる。いつもと同じウェブブラ
ウザを使って地理院地図のURLにアクセスするだけ

で，常に国土地理院が整備している最新のデータを閲
覧できるのも利点である。さらに，政府のオープンデー
タ戦略に基づき，そのデータを活用して多様なサービ
スが創出されることを支援するため，地理院地図の
ソースもオープンソースとして公開している。
本稿では，地理院地図で閲覧できる情報と便利な機
能，今後の展開について述べる。

2．地理院地図で閲覧できる情報

地理院地図では，国土地理院の地形図と同等の表現
となる標準地図などの地図をはじめ，空中写真，標高，
地形分類，災害情報などを閲覧することが可能であ
る。全てのデータは，画面左上の「情報」ボタンから
選択でき，位置情報を基に地図上に複数の情報を重ね
て表示することで，ウェブブラウザ上で簡単にまとめ
て可視化できる。
空中写真に関しては，最新の全国の写真のほかに，
年代別の古い写真を見ることもできる。大きな災害が
発生した場合には，被災後に撮影した空中写真も公開
している。また，地図や写真以外にも，地盤の脆弱性
などの土地の性質を知ることのできる「土地条件図」，
明治期に作成された地図から当時の低湿地の分布を抽
出した「明治期の低湿地」などの防災地理情報も見る
こともできる。これらのデータから，例えば，海や沼
を埋め立てた場所がわかるので，インフラ整備の設計
をする際に必要になる，その土地の脆弱性の確認など
に利用することができる。

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ
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また，国土地理院が整備している情報だけでなく，
他機関が整備している情報も地理院地図を通して見る
ことができる。例えば，航空局が整備している「空港
等の周辺空域」と総務省統計局が整備している「人口
集中地区」とを国土地理院が整備している地図と重ね
て表示することで，おおよその無人飛行機（ドローン等）
の飛行禁止区域を地理院地図上で見ることができる。

3．地理院タイル

地理院地図で閲覧できる情報はウェブ配信用にタイ
ル状に分割されており，これらの分割されたタイルを
「地理院タイル」と呼んでいる。
地理院タイルは多くのウェブ地図API が対応してい

る，いわゆるXYZ方式で提供しているため，サイト構
築やアプリ開発者は技術的に容易に各々のサイトやア
プリ内で地理院タイルを利用することが可能である。
また，国土地理院コンテンツ利用規約（https://www.
gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html）
に基づいて，出典明示のみで利用できるため，データ
利用ポリシーの観点においても，オープンデータとし
て誰でも無料で地理院タイルを利用することが可能で
ある。例えば，学校等の教育機関での利用，社内・組
織内部での利用，学術論文での利用等の他，商用利用
も可能である。ただし，測量法に基づく基本測量成果
となっている一部のタイルデータについては，使い方
によって同法に基づく申請が必要になる場合がある。
詳しくは「地理院タイルのご利用について」（https://
maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html ）をご確認
いただきたい。このように，利用しやすい仕様，ポリ
シーであることから，国の機関だけでなく地方公共団
体や民間のシステム・サービスなど，多くの場面で実
際にご利用いただいている。

4．地理院地図の便利な機能

地理院地図には様々な情報を閲覧できるだけでな
く，これらの情報を高度に利用できる機能を備えてい
る。ここでは，実際に地理院地図でご利用いただける
便利な機能の一部について，その概要を述べる。

（1）地形断面図の作成
地図上で指定した経路の地形断面図を作成すること

ができる。この機能は，道路縦断の概略図作成などに
も活用することができる。画面右上の「機能」ボタン
→「断面図」を選んで，地図上をクリックして経路を

指定すると，指定した経路の地形断面図が作成され
る。例えば，国道 25 号線（名阪国道，奈良県奈良市
周辺）に沿って作成した地形断面図（図─ 1）のよう
に経路を指定することで，道路縦断図（道路勾配）を
簡単に作成することができる。
また，作成した地形断面図は，CSV 形式のファイ
ルとして保存することもできるので，その後表計算ソ
フト等で利用することもできる。CSV形式のファイ
ルには，指定した経路を 300 等分する点の位置情報（緯
度，経度，標高，始点からの距離）が記載される。

（2）地域に応じた標高地図の作成
津波や河川の氾濫，高潮などによる浸水の危険性を
把握するために利用される色別の標高地図は，全国統
一で標高に応じた色が決められてしまっているため，
局所的な土地の高さ・低さがわかりづらい場合があ
る。そこで開発した機能が「自分で作る色別標高図」
である。自分で作る色別標高図では，高さごとに自由
に色を決めて標高地図を作ることができる。画面左上
の「情報」ボタン→「起伏を示した地図」→「自分で
作る色別標高図」を選ぶと，地図を高さで色分けする
ためのメニューが表示される。例えば，東京の荒川沿

図─ 1　国道 25号線（名阪国道，奈良県奈良市周辺）の地形断面図

図─ 2　自分で作る色別標高図の例（荒川河口付近）
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いの地域で，微小な高さの変化が目立つよう標高 0 m
以下の場所を 1 mごとに色分けした場合（図─ 2）の
ように，河口の近くの一見平坦な土地でも，高さ・低
さが視覚的にわかる。

（3）2つの画面を並べて変化を確認
画面を 2つに分けて同じ場所の年代の異なる写真な

どを並べて表示できる。画面右上の「機能」ボタン→
「ツール」→「2画面表示」を選択すると画面が左右 2
つに分かれる。左右の画面にある「情報」ボタンから，
それぞれ地図や写真を選んで表示することができる。
例えば，平成 30 年 7 月豪雨で大きな被害を受けた倉
敷市真備町付近の写真（図─ 3）のように，被害を受
ける前（左）と後（右）の写真を 2つの画面で表示し
て比べることで，被害を受けた範囲や施設を確認する
ことができる。

5．今後の展開

地理院地図は近年，前述した情報や機能をはじめ，
特に住民の災害への備えや，国，地方公共団体の災害
後の初動や 2次被害防止に有用な情報や機能を重視し
て提供してきた。住民一人一人の防災意識の向上や行
政事務で役立つ機能を搭載していることから，地理院
地図の普及は極めて重要であると考えている。平成
31 年 1 月～ 2月に行った「国土交通行政インターネッ
トモニターアンケート」の 1つの設問で，地理院地図
を実際に使っていただいた感想を集計したところ，約
3割の方が「地理院地図を以前より知っており興味を
持っている」と答えたほか，約 5割の方が「地理院地
図は知らなかったが興味を持った」と回答した（図─
4）。アンケート結果を踏まえ，今後は掲載している
情報や機能を利用者の目的別に整理するなど，利用者
がより簡単に目的にアプローチできるものになるよう

に検討していくことが重要であると考えている。
また，現在の地理院地図で公開している多くの地図
データはラスタ（画像）タイル形式であるが，地図デー
タをベクトルタイル形式で提供すべく実験を進めてい
る。これにより，地図の利用者がブラウザ上でそれぞ
れの目的に応じた地図表現ができるようになるなど，
地図の活用の広がりが期待される。ベクトルタイル形
式に対応した地理院地図は，今年度中の事業化を目指
し取組を進めているところである。

6．おわりに

国土地理院は，測量法や地理空間情報活用推進基本
法に基づき，地理空間情報の整備・更新・活用を推進
することで，誰もがいつでもどこでも地理空間情報を
入手し行動できる社会の実現を目指している。
今後とも世間の動向や最新の技術をフォローしなが
ら，引き続き国の基盤となる地図情報などを，鮮度の
高い状態で整備・提供し，建設機械施工分野でも活用
いただけるよう取組を進めていきたい。
 

《参考文献》
・地理院地図（https://maps.gsi.go.jp/）

［筆者紹介］
佐藤　壮紀（さとう　たけのり）
国土交通省　国土地理院
地理空間情報部　情報普及課
課長

図─ 4　「国土交通行政インターネットモニターアンケート」結果（一部抜粋）

図─ 3　2画面表示の例（倉敷市真備町）
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無人建機による自律施工がもたらす未来の建設現場

四　家　千佳史・村　上　数　哉

建設業においては近い将来，技能労働者の離職等により深刻な労働力不足に陥ることが懸念されており，
生産性向上が急務となっている。国土交通省は 2016 年 4 月より計画・設計・施工・検査・維持管理から
なる一連の建設生産プロセスを 3Dデータでつなぎ効率化を図る i-Construction の制度をスタートさせた。
更なる生産性向上，および安全性確保のため，建機メーカーの課題解決の取り組みとして，センサ・通信・
IoTなど最新技術を活用した無人建機の開発を行っている。本稿では遠隔操作も含めた複数の無人建機が
協調して施工を行う自律施工の内容と活用技術について報告する。
キーワード：無人化施工，自動運転，遠隔操作，IoT，AI，安全，生産性向上

1．はじめに

建設生産プロセス全体の生産性向上を図るため
2016 年 4 月から開始された i-Construction は，管理要
領の改訂による導入障壁の緩和や適用工種の拡大もあ
り，ICT技術を活用した現場施工が増加している。
現在，建機メーカーが建設現場に提供している ICT

技術を搭載した建設機械（以下 ICT 建機）は，機械
に取り込んだ 3次元設計データを基に刃先を制御し
て，設計面を傷つけないよう施工の支援を行ってい
る。丁張不要による工期短縮や必要作業員の減少に加
え，オペレータの熟練技術が求められた難度の高い作
業が経験の浅いオペレータにもできるようになること
から，生産性の向上や人手不足を補える建設機械とし
て稼動が増加している。
しかし建設業の課題を解決するためには，モノ（建

設機械の自動化・高度化）とコト（施工オペレーショ
ンの最適化）の進化レベルを上げて施工のデジタルト
ランスフォーメーションを起こし，多くの人材が様々
な形で現場施工に参加できる安全で生産性の高いス
マートでクリーンな現場をする必要がある。本稿では
未来の建設現場実現のためのモノ（建機）の進化，無
人建機による自律施工について紹介する。

2． 無人建機による自律施工デモンストレー
ション

（1）概要
現場施工の安全性・生産性向上を突き詰めると，高
度な知能を持った無人の建設機械が，現場の変化を理
解し他の建設機械と協調して自律施工する「無人の建
設現場」の実現が究極の姿である。建機自動化による
無人施工の実現に向け，IoTやAIの最新技術をベース
に，下に示す 5つのキーワードを基準として研究開発
を行っている。その成果を，2018 年 10月に開催された
展示会CEATEC JAPAN2018（注 1）の会場において
Live 中継によるデモンストレーションにて発表した。
・建機の自律施工に関する 5つのキーワード
①作業の安全を確保（Safety）
②周囲を認識（Perception）
③作業手順を自ら計画（Planning）
④他の機械と協調（Cooperation）
⑤自律した作業（Autonomous）

（2）「運転支援・自動運転」のレベル分け（図─ 1）
先行している自動車の自動運転実用化検討におい
て，各国で自動運転の「レベル」が設定されているが，
同様に建機の運転支援・自動運転におけるレベルを設
定した。
建機の運転支援・自動運転のレベルについて，
Level. 0 の手動から始まり，作業の一部を建設機械が
支援する Level. 1，作業の大部分が建設機械の支援に

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ
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置き換わる Level. 2，建設機械が単独で基本作業を自
動で行う Level. 3，他車と連携・協調して作業サイク
ルを自動で行う Level. 4，建設機械が周辺環境を認識・
判断して自律運転を行う Level. 5 の 5 段階に区分を
行った。
現在の最先端といわれる ICT 建機であっても，未

だ Level. 2，オペレータによる操作を主体として，機
械はその操作を簡易化する運転支援に過ぎない。
Level. 3 以上になると，機械が主体的に作業を進める
高度化段階となる。今回のデモンストレーションにお
いては，Level. 4 ～ 5 に該当する施工をデモエリア内
にて実現している（図─ 1）。

（3）自律施工デモ作業内容
図─ 2の通り，デモエリアを建設現場に見立て，

そこで稼働する建機をイメージしている。土を積み込
む油圧ショベル，そして土を運ぶクローラダンプは完
全な無人であり，機械同士が連携し，自動で作業を行
う。また，運んだ土を敷き均すブルドーザは遠隔で操
作を行う。
ここでは，高度な認識能力・判断能力を持った建機

同士が，互いに協調しあいながら，安全で効率のよい
作業をしている。例えば油圧ショベルは，センサによ

り周囲監視をしながら作業中の安全を確保し，さらに
掘削する土砂の位置や形を認識し，自動で掘削する。
また積込み対象のダンプトラックも認識し，そこに正
確に積込作業を行う（写真─ 1，2）。

3．搭載機能

無人自律施工を行うそれぞれの建機に搭載した機能
と，活用した技術について説明する（図─ 3）。

図─ 1　建設機械「運転支援・自動運転」レベル分け

図─ 2　デモエリアの全体図

写真─ 1　自律建機による掘削・積込

写真─ 2　遠隔操縦ブルによる敷き均し
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（1）油圧ショベル
①全周囲監視
キャビン前方に設置したステレオカメラと，後方に

設置した周囲監視カメラが建機の目となり全周囲を監
視。AI による画像解析で人の検出と距離の推定を行
い，油圧ショベルの稼働を制御する（写真─ 3）。
②クローラダンプの状態検知・ベッセル認識
ステレオカメラからの情報をAI で解析しクローラ

ダンプの状態を認識。以下の 5パターンに分類し，状
態に応じた適切な制御を行う。
（a）視野外（b）接近（c）離脱（d）旋回（e）停止
停止・旋回後，ベッセルを検知して位置を特定し，

自動で精度良く土砂を積み込む（ぶつけない，こぼさ

ない，図─ 4）。
③自動掘削／自動旋回
掘削箇所の地形変化をセンサ（3D LiDAR）で計測
し，掘削による地形の変化を認識しながら土量が一定
となるようにブーム・アームの動きを制御する（図─
5，6）。

（2）クローラダンプ
① 土砂の積込み点，排土点，走行経路を指定する（写
真─ 4）。
② 自律運転を開始すると，積込み点まで自動走行，
上部旋回を行い積込み待機する。積込み待機状態
に入ると，油圧ショベル側に情報を送る。

図─ 3　無人自律施工に必要な機能イメージ

写真─ 3　人の検知と距離の推定

図─ 4　クローラダンプ検知

図─ 6　自律運転油圧ショベルの搭載機能

写真─ 4　走行エリアイメージ

図─ 5　3D�LiDAR による地形認識

3D LiDAR
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③ 積込みが完了し油圧ショベルから離脱指示を受け
ると排土点まで自動走行し，上部旋回を行い，ベッ
セル上下して排土する。排土完了後，再び積込み
点まで自動走行する。
④②，③を繰返し行い，また経路の途中に障害物（人

や建機など）を検出している（図─ 7，8）。

（3）遠隔操縦ブルドーザ
直線距離で約 8キロメートル離れたコックピットか

ら遠隔操作し，遅滞なく敷き均しを行う（図─ 9）。
高速・大容量・低遅延の特徴を持つ 5 Gのモバイル

ネットワークを利用し，建機の遠隔操縦を行う。オペ
レータはブース内に設置された専用コックピットに座

り，デモエリアにあるブルドーザからリアルタイムで
送信される複数台のカメラ映像を見ながら，遠隔操縦
で土砂を均す。
なお，本遠隔操縦技術には，可変圧縮，超短遅延映
像伝送技術を用い，高精細かつ安定的な映像伝送を実
現し，違和感のない遠隔操縦を可能にしている。また，
車両周辺の俯瞰映像モニタリングを可能とするシステ
ムを適用し，遠隔でもほぼ死角がない自由な視点での
操縦を実現している。

4．おわりに

近年，主に自動車を対象とする「自動運転・自律運
転」という言葉を耳にするが，建設機械においては，
「現場の建設機械自らが判断し，働く，完全無人化さ
れた現場」の実現に向けた取り組みとなる。自律運転
化が加速すれば，人が危険な作業をする必要もなく安
全性は飛躍的にアップする。建設機械の 24 時間稼働
が可能となるため，生産性も格段に向上する。さらに
は環境負荷の低減，多様な働き方の提案など様々な可
能性を秘めている。
また建設機械の遠隔操作については，例えば現場が
地球の裏側であっても，その進捗状況を瞬時に把握・
管理できるため，時間にも場所にも縛られない現場作図─ 7　障害物検知

図─ 8　自律運転クローラダンプの搭載機能

図─ 9　遠隔操作による敷き均し作業イメージ
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業が可能となる。離れた場所から建機を操作する「遠
隔オペレータ」という新たな職種が生まれ，従来，熟
練オペレータに頼っていた作業も遠隔操作で行えるた
め，建設業界とは縁のなかった人材の登用が可能にな
ることも予想される。
これらは今後，実証実験を経たのち実用化に向けて

開発を進めていくが，現場への導入にあたっては，有
人エリアと無人エリアの区分や施工時の順守事項な
ど，運用面でのガイドライン整備が必須となる。関係
各所と連携し取り組んでいく。

（注 1） CEATEC JAPAN2018   
毎年 10 月に開催される IT 技術とエレクトロ
ニクスの国際展示会。国内外の ITとエレクト
ロニクス関連企業・団体が参加し，最新技術
や製品の発表・デモを行う。   
2018 年は 10/16 ～ 19 の 4 日間，幕張メッセで
開催され，156,063 名の来場者があった。

村上　数哉（むらかみ　かずや）
コマツ
スマートコンストラクション推進本部　事業開発部
主幹

［筆者紹介］
四家　千佳史（しけ　ちかし）
コマツ　執行役員
スマートコンストラクション推進本部　本部長
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建設機械整備，保全における AI，
ビッグデータ活用の取り組み
高齢化，人材不足問題を IT，OT の融合により解決を図る

鈴　木　　　純・角　谷　有　司・猪　瀬　聡　志

2016 年に油圧ショベルの主要コンポーネントの故障リスク計算を，稼働情報をもとにAI で計算し失敗
した。2017 年に技術者の診断プロセスの一部をAI に置き換える手法に変更し実機で検証。ターゲティン
グ，問診，簡易診断を組み合わせた。2018 年に実用化に向けて計算アルゴリズムやAI による予測計算の
管理方法を改良しサービス化に成功した。
キーワード：建設機械，油圧ショベル，サービス，保守・補修技術，AI，ビッグデータ，IoT

1．はじめに

近年，企業の環境に対する責任ある行動への要求が
高まり，排出ガス規制の強化に対応するため，エンジ
ンや排気ガス後処理装置，機器のハイテク化，油圧シ
ステムの制御技術の高度化，ハイブリット化による電
子制御技術の高度化が進んでいる。燃費や効率化，情
報化が進んだ良い「モノ」が提供されていく一方で，
それらの機械が環境性能も含め，正しい性能を発揮し
稼働を続けるためには修理技術の高度化，保守・管理
の高度化に対する「コト」への対応も重要になってき
ている。一方で図─ 1に示すように，建設業労働者
の年齢分布は 50 歳以上に偏りがあり労働者の高年齢
化が進んでおり，人海戦術によるサービスの向上は分
岐点に来ていると言える。また若年層に対し暗黙知と

なりやすいサービス技術の伝承や，電子制御技術など
新しい技術に対する診断，保守の教育は時間やコスト
を要するため，診断ツールなどを活かし，いかに効率
化できるかが課題である。そこで本テーマではサービ
ス技術者による長年の経験に基づく予兆の判断を人工
知能（AI）に置き換え，診断ツールを用いて診断す
る手法を検討した。

2．AIの位置づけ

（1）AIの活用方法に関して
2016 年のプロジェクトスタート当初，人工知能（AI）
に対する期待は高く「人間では気が付かない意外な相
関関係を見つける」ことを目指していた。つまり建設
機械から得られる様々な稼働情報，修理履歴などから

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ

図─ 1　建設業労働者の年齢分布
引用：総務省統計局「平成 22年国勢調査」
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意外な因果関係をAI が自ら判断し見つけられるので
はないかと期待していた。しかしながら稼働情報を機
械学習，ニューラルネットワークを使い解析しても，
常識的な結果もしくは，的外れな結果が得られるだけ
で実用化に耐えられるものではなかった。一定の成果
やデータ処理のノウハウを得たものの，事業として実
用化するという意味では失敗に終わったと言える。そ
こで視点を変え，人間（サービス技術者）が稼働デー
タの何を見て診断を行っているのかをAI に教えると
いう逆のアプローチを取ることとした。総務省による
AI の実用化における機能領域において，AI の活用分
野は識別，予測，実行の 3領域である（図─ 2）。
サービス技術者は，機械的，物理的な変化が稼働デー

タに与える影響は何かという視点で考えており稼働負
荷の大きさ，稼働時間，経過年月，アラームの発生の
仕方や，温度や圧力の異常傾向などを過去の経験に基
づき対処すべきか，様子を見るべきかを判断してい
る。サービスの現場で機械の診断をするサービス技術
者が何を見て，どのように予測を行っているのか。同
様にプロダクトサポート技術者，設計，品質保証の技
術者は何に着目しているのか。ヒアリングを行い，人
間が行っている知的活動を識別，予測，実効の各分野
に分けてどのように組み合わせるかの検討を進めた。

（2）AIがサービス分野に適する理由
活用の検討を進めた結果AI の業務上で活用におい

て 4点が重要なファクターであることが分かった。
① 専門家がデータを見れば判断できる。設計，研究，
サービスのノウハウが有る。
・ 技術の専門家がデータの何を見て，どう判断をし
ているのか。教師が存在することがAI 活用の絶
対条件。
② ルールベースでのプログラミングが困難。　
・ 機種が多い，部品数が多い，条件にバラつきが多
いなど，あいまいな条件から閾値を調整するマッ
チングはAI の得意分野。
③ データが単純で，大量。人手の対応が難しい。

・ 大量のデータ処理，24 時間監視などは人手によ
る対応は難しいがAI であれば容易。
④結果のフィードバックが得られる。
・ AI のロジックは，常に検証を行う必要がある。
予想結果に対し，実際に機械の検査を行いその結
果を再学習させることが精度向上のポイント。

（3）AIの限界を把握したうえでの実用化検討
摩耗が原因で発生する修理作業に関しては，ある負
荷の大きさや時間的なファクターの因果関係が認めら
れるため計算による適切な対応時期の予想はある程度
可能である。しかし油圧機器などの主要コンポーネン
トに関しては適切な補修，交換時期を予知するのは非
常に困難である。したがって稼働時間を根拠としたメ
ンテナンス（TBM）や，故障が発生した都度に対応
する（BDM）が中心となっている。BDMはTBMと
比較し故障したときには機器内部の破損が大きくなり
がちで，復旧までの時間とコストのインパクトが大き
い。特に油圧ポンプが故障し内部機器が破損した場
合，金属コンタミが油圧システム全体に流入する為，
ポンプ以外のコンポーネントにダメージを与えてしま
う。またTBMに於いても機械の稼働状況や，メンテ
ナンスの不備などが原因で機器の損傷が進むこともあ
り，整備状況の確認や，定期的なオイルサンプリング
による状態の確認は欠かせない。
ポンプの例では明らかな異常が起きている場合は既
に破損が大きくなっている。初期的な異常の発見は難
しくオペレータが微妙な力のなさや，いつもとは異な
る音，振動などを感じ点検を依頼するケースが多い。
そこで故障を 100％の確率で予知する事にはこだわら
ず，稼働データで異常な傾向を捉え，オペレータに異
常の有無の確認や，点検を推奨する機械を効率よくリ
ストアップする分析作業にAIを活用することにした。
作業の流れは，下記である。
①AI によりリスクの高い機械をリストアップする
②体感できる異常の有無のヒアリング，確認
③ 新規開発のサービスツールを用いたポンプの性能

図─ 2　AI の実用化における機能領域
引用：総務省「平成 28年版�情報通信白書」
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試験（非破壊検査）を行う
④ 経過観察，状況に応じ故障前に計画的な修繕を行
う

今回ご紹介する技術は①および③にかかわる部分で
ある。

（4）AIによる予測と，学習のフロー
図─ 3に示す例のように，今回の検討しているAI
は正常と異常が入り混じる情報を学習することであい
まいな閾値を自動的に更新できるという点が従来の
ルールベースでのプログラミングとの差異である。ま
ずはこの情報を用いてリスクの高い対象を抽出し，短
時間でできる非破壊検査を行うことで予防保全につな
げることを目標とした。健康診断を実施することで正
常であることが確認できれば，建機ユーザとしても安
心感を得られる。性能低下が認められた場合はもう一
段上の対応として分解調査や修理の実施を行う。また
これらの点検の結果を正しくAI にフィードバックさ
せるために，点検で得られた結果を再度学習データに
用いて再学習させることで予測精度を高めることが可
能である。

3．結果

主要コンポーネントの中でも予測が非常に難しいメ
インポンプに関して，2017 年に国内で稼働中の特定
の機種，8,261 台を対象に 138 台の異常傾向の高い群

をAI で抽出した。その内，最も確率の高い 24 台を
選定しヒアリングを実施し，内 10 台に関して新規開
発のサービスツールを用いて非破壊検査を行った。非
破壊検査の結果，6台で軽微な性能低下を含む異常傾
向がみられ，内 3台修理が必要な状態であった（写真
─ 1，図─ 4～ 6）。内 2 台のポンプを回収，分解し
損傷している事を確認できた。最も損傷が大きかった
機械は，通常のメンテナンスは確実に行われていたも
のの，長期貸し出し中に客先で長時間のブレーカ作業
が行われていた。長時間のブレーカ作業は通常機より
も外部からのコンタミが混入しやすいため，通常より
早い時期でのオイル交換，フィルタ交換が必要であっ
たが客先での使用状況に応じた整備対応ができていな
かった。異常状態を把握するのも大切だが，このよう
な損失を防ぐためには，使い方に応じて必要なメンテ

図─ 3　AI 機能の仕組み

写真─ 1　損傷を受けた油圧ポンプの内部部品
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ナンスを確実に実施するために，AI にサービスのロ
ジックやルールも学習させていく事が重要であり課題
である。また運用面においても，お客様が必要な整備
点検をうっかり忘れることで機器の損傷が起きないよ
うに，AI を用いて注意喚起を行い「人間ドック」の
ように「健康診断」を継続する事の重要性を認識して
いただく必要がある。

4．実用化を進めるにあたっての苦労

AI を活用した予測を実施するのは重回帰分析の応
用の範囲と言える。したがって技術的にはやや高度な
データ分析技術を有していればどのような研究機関に
おいても実証実験は可能である。しかしデータ項目が
増えれば増えるほど加速度的に計算量は増える。デー
タ項目を百種類以上使用すると 1コンポーネント当た

り，数日間かけ 10 億回程度の計算を繰り返し，モデ
ルを作成する必要がある。実用化を進めるためには，
1機種当たり数十の主要コンポーネントの予測が必要
であり，追加して数十の主要機種の計算を行うとその
分だけ計算処理が必要となる［機種数×コンポーネン
ト数］。そのため計算のアルゴリズムの工夫や処理の
効率化を行い一連の計算をマネジメントする必要があ
り投資とシステムの構築が必要であった。またそれぞ
れのモデルの機構や構成する部品が異なるため，稼働
状態からそれぞれの技術知見に基づいた仮説を立て検
証する作業をモデル，構成部品ごとに行う必要がある
ためサービス技術者を交え検討を重ねる必要があっ
た。17 年度から実証的に行っていたAI によるアラー
ムフィルタリングは 2018 年 12 月に新規に開発した
AI 処理基盤に搭載を完了し，状況に応じ通知レベル
を変更する既存サービスの移行も終えて，サービスを

図─ 4　新開発ツールの試験の結果，ポンプの明らかな性能低下が認められた機械（要修理交換）

【愛知県　三河営業所】

図─ 5　新開発ツールの試験の結果，ポンプの性能低下傾向が認められた機械（経過観察）

【高知県　中村営業所】

図─ 6　新開発ツールの試験の結果，ポンプの性能低下傾向が認められた機械（経過観察）

【沖縄県　沖縄中央営業所】
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開始した。その後も構築したAI 基板上に 18 年度中
に新たに 17 件の故障検知ロジックを実装することが
できた。また非破壊検査を実施するためのツールの開
発には，ポンプ及び本体制御システムを活用したロ
ジックの確立と，アプリケーション構築のため，社内
の油圧システムとその特性を熟知した研究開部門の支
援が必要であった。

5．おわりに

AI の活用に関しては，精度の限界を見極めながら
上手に活用することがポイントである。稼働データと
技術的知見に基づいた仮説からターゲティングを行
い，健康診断を行い，その結果を確りとフィードバッ
クする仕組みを構築すれば，サービスの分野において
実用レベルの活用が十分に可能であることが分かっ
た。今後の課題として，段階的に遠隔での故障検知技
術を上げていく事と，故障検知，予兆検知の情報を最
適な部品のロジスティックスコントロールと作業計画
につなげていく事でお客様へのサービスレベルをグ
ローバルで向上させていく事が重要である（図─ 7）。

謝　辞
お客様へのサービスレベル向上を目指し，本研究，
開発に関して技術及びナレッジの提供の協力を頂い
た，日立建機日本㈱，㈱日立製作所，㈱日立ソリュー
ションズ及び設計部門，研究開発部門，システム開発
部門に改めて御礼を申し上げます。
 

猪瀬　聡志（いのせ　さとし）
日立建機㈱
ライフサイクルサポート本部　
カスタマーサポート事業部
ConSite 開発部長

角谷　有司（かくたに　ゆうじ）
㈱日立製作所
デジタルテクノロジーイノベーションセンタ
データサイエンス研究部　主任研究員

［筆者紹介］
鈴木　純（すずき　じゅん）
日立建機日本㈱
サービス本部
サービス企画部長

図─ 7　故障予兆検知率とその将来
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MMS による土工現場の出来形計測と 
新たに考案した精度管理手法

早　川　健太郎・白　石　宗一郎

地図作成の分野では，広範囲を短時間で計測できるMMS（Mobile Mapping System）が広く用いられ
ており，取得された点群データはビッグデータとしてアーカイブされ，道路の管理業務などで活用されて
いる。土工現場の出来形計測にMMSを適用する場合には，精度管理のために設置する標定点や検証点の
配置，計測距離と計測精度との関係をきちんと把握しておくことが重要である。筆者らは実工事において，
MMSによる計測精度が i-Construction における出来形管理基準値 50 mmを満足することを確認した。さ
らに，その結果から切土法面などで効果を発揮する新たな精度管理手法を考案した。
キーワード：土工，MMS，点群データ，切盛土出来形，精度管理手法

1．はじめに

i-Construction 施策の推進によって建設現場におけ
る 3次元計測が普及し，これまでの点や線を用いた出
来形管理から3次元空間的な管理へ移行が進んでいる。
その 3 次元計測の多くは，TLS（Terrestrial Laser 
Scanner：地上据置き型レーザスキャナ）や UAV
（Unmanned Aerial Vehicle：無人航空機）に搭載し
たデジタルカメラ画像による写真測量などによって実
施されている。一方，地図作成業務においては，道路
や標識などの道路付属施設の計測にMMS（Mobile 
Mapping System）が導入され，その計測作業や道路
空間の施設管理への活用が進んでいる。走行しながら
車両周辺の 3次元計測が可能といったMMSの機動性
に着目し，筆者らは 2015 年に広範囲な土工現場での
起工測量を対象に実証実験を行い，計測精度および適
用可能性について評価した。その結果は，筆者らの独

自の「3D モデルによる土工出来形管理の効率化・高
度化のためのMMS 計測マニュアル（案）」として運
用しているところである 1）。
本マニュアルは，主に盛土工事を対象に執筆された
ものであり，今般車両が乗り入れることができない切
土工事におけるMMSの計測精度を実証実験において
評価し，その結果から切土法面などで効果を発揮する
新たな精度管理手法を考案したので，本稿で紹介する。

2．MMSの概要と盛土工事での活用事例

MMSは移動体の位置を計測する GNSS 受信機とそ
の姿勢を計測する IMU（Inertial Measurement Unit：
慣性計測装置）をベースとした機器構成であり，移動
体からの相対的な空間をレーザスキャナや画像を用い
て計測して統合することで，移動した周辺の空間情報
を高精度かつ効率的に計測するシステムである。

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ

図─ 1　MMSの外観と仕様
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MMS の運用に際しては，目的とする計測対象と
MMSの走行位置との距離（以下，計測距離）に合わ
せてレーザスキャナを選択するもので，レーザスキャ
ナには，近距離を高精度で計測する位相差方式と長距
離を計測できるタイムオブフライト方式が使用され
る。筆者らが実証実験で使用したMMS（図─ 1）は
後者の方式を採用し，測距精度 5 mmで最長 800 mま
で計測できるレーザスキャナを 2台搭載している。照
射方向の異なる 2台のレーザスキャナは 1秒間に 110
万回（55 万回× 2 台）のレーザ照射を行い，車両周
辺の空間情報を詳細な点群データとして記録する。
これらの点群データは膨大な容量となり，計測時間

や走行速度などによって異なるが，例えば，40 ha（400
× 1000 m）の盛土工事の場合で，17 億点ものビッグ
データとして収集されることになる。
取得される点群は，レーザスキャナの特性上，車両

の近くの路上では数mm間隔と非常に密に取得され
るが，車両から距離が離れれば必然的に点の間隔が増
大する。図─2にMMSによる計測結果の一例を示す。
このように，MMSから得られる膨大な点群データに
は出来形管理に不要な建機の点群や必要以上に点群密
度の濃い箇所が存在する。現場内の地形を詳細に表現
できるビッグデータとして記録できることはMMSの
大きな利点であるが，得られた膨大なデータを適切に
フィルタリングし，扱いやすいデータにすることも
MMS運用において重要なプロセスである。

3．切土出来形計測を対象にした実証実験 2）

（1）実験概要
MMS による切土出来形計測の実証実験を図─ 3に
示す道路新設工事において，切土法面の掘削・整形が
完了した段階で行った。切土法面は最大高さが約
50 mで 7 段の法面があり，勾配は 1：1.2 である。作
業では車両を法面内に乗り入れることをせず，法面の
裾を流れる川の両岸の道路を往復走行しながら計測し
た。走行ルートから計測箇所を計測する状況を図─ 3

に示す。
MMSの走行ルート，計測した 2か所の法面（計測
箇所①，②）および標定点・検証点の配置を図─ 4に
示す。現場の測量座標系との整合を図るために設ける
「標定点」は両岸の走行ルートの始終点に計 4箇所設
置し（H01 ～ H04），取得したデータの信頼性を確認
する「検証点」はその標定点間の中間に計 3箇所設置
した（K01 ～ K03）。また，切土出来形計測の精度評
価を実施する目的で，切土法面上に検証点（1.0 m ×
0.9 mのビニール製白色シート）を 33箇所設置した（図
─ 3）。なお，走行ルート上の標定点・検証点の測量
はVRS-GNSS にて，切土法面上の検証点については
ノンプリズム型のトータルステーションを用いて測量
した。MMSによる計測距離は図─ 5に示すように，
最大約 160 m程度である。

図─ 2　盛土工事にてMMSから得られた点群データ

図─ 3　切土工事での計測対象と計測風景

図─ 4　実証実験の走行ルートと配点状況

図─ 5　走行ルートと計測対象との関係
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（2）計測条件
計測はレーザ照射点数およびスキャン周波数，計測

距離を順次変化させて行った。計測条件を表─ 1に示
す。表の右端には，レーザ照射位置から 150 m 離れ
た位置での点群データの点間隔を計算値として示し，
点群の粗密の程度を表している。2章で例示した図─
2において説明したように，切土・盛土における出来
形を 3次元的に表現する場合には，点群の粗密が重要
な要素となるためこのような計測条件を設定した。な
お，誌面の都合上，点間隔と計測精度との関係につい
ては記述を割愛をする。

（3）計測結果
計測によって得られた点群データを図─ 6に示す。
表─ 1に示したすべての条件の計測データについて，
法面上に設置した検証点の座標とMMSによる実測値
との較差を比較した。その結果を表─ 2に示す。こ
のように，「補正後」のデータは i-Construction にお
ける出来形測量の基準値 50 mmを満足していること
が分かる。なお，この表に記載の「補正前」とは取得
した生データの値であり，「補正後」とは走行ルート
上に設置した標定点の座標を用いて座標補正した値で
ある。また，この実証実験では法面上の検証点は座標
補正に用いていない。

次に，図─ 5に示すように計測距離に応じて標定点
を上段，中段，下段の 3つに分類して評価した結果を
表─ 3に示す。計測距離の増大に応じて水平方向の
標準偏差が大きくなる傾向が確認できるが，高さ方向
の標準偏差では明瞭な傾向を確認できない。すなわ
ち，計測距離 120 ～ 160 m の間においては，レーザ
照射位置（すなわち，走行ルート）から法面方向への
仰角や計測距離の違いは計測精度に大きく影響を与え
ないことが分かる。
また，一般にレーザは水滴や雨滴に弱いとされてい

る。実証実験中のいくつかのケースにおいて，1mm/h
程度の降雨があったが，法面上の検証点の計測結果を
比較したところ，雨滴の計測精度に対する影響はほと
んど確認できなかった。今後，MMSを現場適用する
場合の条件設定の幅が広がる可能性を確認できた。

4．新しく考案した精度管理手法

（1）テストフィールドを用いた検証
MMS をはじめレーザスキャナによる計測におい
て，計測地点と計測対象の離隔が長距離になる場合に
所定の精度を確保したい時には，離れた計測対象に標
定点や検証点を設置して座標を取得し，精度評価する
ことが妥当な精度管理手法と考える。図─ 6　切土工事の点群データ（一例）

表─ 1　計測条件

表─ 2　計測結果の標準偏差（補正有無別）

表─ 3　計測距離別の標準偏差
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しかしながら，3章で示した切土法面を利用した実
証実験では，走行ルートから最大約 160 m離れた法面
上の標定点を用いて座標補正せずとも，i-Construction
における出来形測量の基準値を満足することを確認し
た。このことから，出来形計測における計測距離と計
測精度との間には何かしらの関係があるものと推測さ
れる。
そこで，この計測距離と計測精度との関係を改めて

明らかにして，MMSによる計測結果の品質を保証す
る新たな精度管理手法を検討することを目的として，
テストフィールドを用いた検証を実施した。
テストフィールドは，図─ 7に示すような連続す
る橋脚を持つ高架橋の下を通過する一般道とした。一
般道からの離隔が約 90 m～約 300 mまでの 6つの橋
脚を計測対象とし，各々の橋脚の外郭形状をノンプリ
ズム型のトータルステーションにより測量して基準
データとした。
次に，一般道を往復走行してMMSによる橋脚の点

群データを取得した。走行前には，スキャナ諸条件，
すなわち，MMSに装備されたレーザスキャナ装置の
取付け角度，位置及び照射パラメータを微調整した。
なお，往路では橋脚を進行方向右側のレーザスキャナ
で照射し（図─ 7），復路では進行方向左側のレーザ
スキャナで照射する。このようにして計測すること
で，往路／復路および左右のレーザスキャナの組み合
わせから，複数の橋脚の点群データを取得する。

（2）検証結果と考察
走行後，左右のレーザスキャナで取得された計測結

果を解析して橋脚の点群データを生成し，前述のよう
にあらかじめ取得しておいた橋脚の基準データを計測
距離別に比較した。その結果を図─ 8に示す。ここに
図示するように，距離の増大に応じて基準データとの
較差も増加しており，一次線形式で近似できることが

分かる。この線形式より，i-Construction における出
来形測量の基準値である 50 mmを保証する計測可能
距離は約 125 m，起工測量の基準値である 100 mmを
保証する計測可能距離は約 250 mと導出することがで
きる。なお，図─ 8は実験の一例であり，スキャナ
諸条件は可変であるので，こういったスキャナに関わ
る条件を変化させた実験を進めていくことで，スキャ
ナ条件─計測距離─計測精度の相互関係がより明確と
なる。

（3）考案した精度管理手法
以上までに記述した切土工事での実証実験とテスト
フィールドにおける検証結果から，MMS走行路付近
に標定点と検証点を設置し，遠く離れた計測対象物に
は標定点と検証点を設置しないで精度管理を行う方法
を以下に提案する。
① 現地計測に先立ち，トータルステーションなどで
あらかじめ計測した既設構造物などの地物（基準
データ）を，MMSにより計測する（計測データ）。
② 移動するレーザスキャナ装置からの距離に応じ
て，基準データと計測データの関係を評価するた
めに，計測距離と精度との一次近似式を作成す
る。これにより，計測精度に応じた有効計測距離
を把握することができる。
③ さらに，MMSに装備されたレーザスキャナ装置
の取付け角度，位置及び照射パラメータ等を調整
する。これら②と③を繰り返すことで，計測距離
と精度との一次近似式の正確さを高める。
④ 現地計測では，まず，MMSの走行路面上やその
近傍といった設置や測量が容易な場所に標定点と
検証点を配置し，計測距離と精度を確認する。一
方，標定点・検証点を配置していない遠方の計測

図─ 8　計測距離と計測精度との関係

図─ 7　テストフィールドにおけるMMSと橋脚の位置関係
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エリアにおいては，②や③の工程で作成した「計
測距離と精度との一次近似式」を参照し，有効計
測距離以内のデータのみを採用することで，計測
した 3D点群データの精度を保証する（図─ 9，
特許出願中）。
このように，本精度管理手法を採用することによ

り，MMSの走行位置から遠く離れた場所や標定点・
検証点の設置が困難な計測エリアに，これらの点を設
ける必要がなくなる。そのため，事前の設置と測量に
かかる手間・時間を大幅に削減できるとともに，適用
可能となる工事内容の幅も広がることとなる。また，
計測エリアでの作業が減少するため安全面でも効果を
発揮するものと考えられる。

5．おわりに

2015 年からMMSを用いた切土・盛土の出来形計
測について，ビッグデータの有効活用の観点から現地
作業手順と計測精度管理手法の検討に取り組みはじ
め，i-Construction 施策によって普及した 3次元計測
の枠組みの中で，安全性向上と標定点設置や測量作業
の省力化をめざして開発を進めてきた。
レーザスキャナを用いた計測によって取得される点
群データはまさにビッグデータの一つであり，その
ビッグデータが表現している地形形状の特徴を損なわ
ないように，かつ，高速にデータ処理をすることが望
まれている。近い将来，出来形管理を含む土工の施工
管理は 3次元データが中核となる手法で進められてい
くものと予想する。そのような中で，ビッグデータの
処理方法に加えてデータの精度管理は施工管理上重要
なプロセスであり，この点からも本稿で示した精度管
理手法が活用されていくことに期待している。
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工事施工データ等の基盤情報を有効活用する 
AI 技術

白　﨑　義　則

調査設計業務，発注業務，工事施工，維持管理のプロセスで電子納品データや各種データベースなどの
建設関係基盤情報が日々発生し蓄積されているが有効活用されていない状況となっており，業務の高度化・
効率化のために有効活用することが求められている中，基盤情報を活用するためのAI 機能及び情報収集，
解析のアルゴリズムの構築，活用試行を行った。本稿では，この活用試行について紹介する。
キーワード：基盤情報，電子納品データ，AI 技術，プレキャスト製品，積算，出来高管理，工程計画

1．はじめに

調査設計業務，発注業務，工事施工，維持管理のプ
ロセスで発生するデータや各種データベースなど，建
設関係基盤情報（図─ 1）が日々発生し蓄積されてい
る。蓄積されているデータは，データの量，データの
多様性（様々な種類・形式），データの発生頻度・更
新頻度で定義されるビッグデータであり，生産に関す
る深い知識を構成することから，新たに定義されてい
るディープデータと呼べるデータでもある。工事完成
後の電子納品データや受発注者間で共有される工事関
係書類・工事データ（工事完成図，施工計画書，施工
体制台帳等）が有効活用されていない。建設分野では，
今後ますます人手不足，技術者不足が危惧されてお

り，このデータを業務の高度化・効率化（図─ 2）の
ために有効活用することが求められている。

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ

図─ 1　建設関係基盤情報

図─ 2　業務の高度化・効率化
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AI 技術を活用した工期算定作業の簡素化・高度化
技術を基にデータの自動収集，解析システムのアルゴ
リズムの構築および活用の試行を行った。

2．AI機能の概要

AI 技術については，数々の機能，推論，学習方法
がある。調査設計業務，発注業務，工事施工，維持管
理業務では実績に基づく情報を利用している。蓄積さ
れている基盤情報を効果的に利用することは業務の高
度化・効率化には必要不可欠であると考え，画像認識
で多く用いられているディープラーニング（図─ 3）
ではなく，過去の事例を解析・提示する事例ベース推
論を用いたAI 機能（図─ 4）の開発を行い，ユーザー
に必要な情報を適切に提示するためのデータの自動収

集，解析システムのアルゴリズムを構築した。解析・
抽出されたキーワードは，ワードの揺らぎによる分析
精度の低下を防止するために，標準ワードを推論する
機能（図─ 5）を搭載し標準ワードに適用させて処理
を行い，非適用ワードを事例ベースに登録し分析精度
を高めた。
開発したAI 機能および構築した自動収集・解析シ
ステムのアルゴリズムを用いて，プロトタイプシステ
ムを開発・試行を行い，効果について検討を行った。
AI 技術は事例ベース（教師データ）に蓄積された基
盤情報を基に分析評価し結果を出力するため，結果は
100％とはならない。人間ではできない膨大な基盤情
報から分析評価の高い情報を抽出することはできるが
決定することはできないため，最終の判断は人間が行
うことになる。AI技術を活用して開発される支援ツー

図─ 4　AI 機能の概要

図─ 3　ディープラーニングの概要
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ルは最終判断をするのではなく，今まで取り扱うこと
ができなかった大量の情報を基に，利用者が最終判断
を行うことを支援する情報提供ツールとして，業務の
高度化・効率化を実現できる効果が得られた。解析の
精度を上げるためには情報の収集が重要となり，情報
の収集や運用方法が課題となった。

3．AI技術の活用事例と現場導入の効果

開発したAI 機能および構築した自動収集・解析シ
ステムのアルゴリズム，プロトタイプシステムを用い
て，電子納品されている工事のデータ（施工計画書，
施工体制台帳，日報，協議資料等）を収集し，現場の
状況と照らし合わせて，コンクリート構造物の設計の
合理化システム，積算の効率化システム，出来高・品
質管理，工程計画設定の高度化，効率化システム（図
─ 6）の活用検討を行った。

（1）コンクリート構造物の設計の合理化システム
プレキャスト製品（PCa）の利用拡大を目指した
PCa のカテゴライズ，設計の標準化，過去の構造物
情報を収集，解析，提示（図─ 7）について活用検討
を行った。
効果としては設計の合理化により，プレキャスト製
品の利用促進，および標準化が可能となる。

図─ 5　標準ワード推論機能搭載の構成

図─ 6　AI 技術の活用事例

図─ 7　CAD情報の AI 解析システム
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（2）積算の効率化システム
過去の類似工事の積算資料を活用した積算の効率化

類似工事に対する施工条件等の設定，連携積算（図─

図─ 10　管理図表のAI 検収システム

（管理図表のAI 検証の処理手順） （管理図表のAI 検証の処理内容）

図─ 8　AI 連携システム

図─ 9　設計図書AI 照査システム

8），設計図書の照査（図─ 9）について活用検討を行っ
た。効果としては重複作業の軽減，作業時間の短縮，
入力ミスの軽減が可能となる。

（3） 出来高管理，工程計画設定の高度化，効率化
システム

出来高確認作業の省力化（図─ 10），自動収集・集
計提示工期遅延の要因の発生の予測とその対策を提示
し過去の工事実施状況を反映させた工程計画設定（図
─ 11）について活用検討を行った。効果としてはシ
ステムによる全項目確認により確認作業の省力化・管
理の品質が向上，過去の実工程情報を分析することに
より，工期遅延の事前回避，実施工程に近い工程計画
の設定，作業時間の短縮が可能となる。

4．おわりに

今回の工事施工データ等の基盤情報を有効活用する
AI 技術については，過去の CAD情報の解析・提供
による 3次元設計への移行支援，設計・施工に関する
相関情報の提供による維持管理（点検のスピードアッ
プ・簡素化）支援，建設生産プロセスに関する各種デー
タの活用支援に活用できる有効な機能として考えてい
る。
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図─ 11　工程計画設定システム

（類似工事の検索）

（工種情報の検索）

（工種情報の構成）

（工程計画画面）

［筆者紹介］
白﨑　義則（しろさき　よしのり）
ユニコシステム㈱
第二システム部
常務
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建設機械の自動化による 
次世代建設生産システムの開発
A4CSEL Ⓡ（クワッドアクセル）によるダム堤体本格的盛り立て実施

田　中　秀　昭

建設作業の多くは人の手に頼ってきた。しかし，ここ十数年，若年層作業員の離職と入職者の減少には
歯止めはかからず，高齢者層作業員の従事者比率は高まっている。なかでも機械化された重機土工は，高
齢者層作業員の活躍できる場であり，これにより人手不足を凌いできた。しかし，間もなく限界に近付き
つつある。また，建設機械と作業員の混在する作業は労働安全性において大きな問題となっている。この
ような背景の下，汎用建設機械を自動化し，繰り返し行う作業は自動により行い，自動化された機械への
作業指示は人から行うことによって，必要最小限の人員により施工を可能とする「次世代建設生産システ
ム」を開発した。これにより省人化と生産性向上を同時に実現し，施工フィールド内の人員削減によって
安全性向上を実現する。今回，小石原川ダム（ロックフィルダム）の堤体におけるコアの本格的盛り立て
に本システムを適用したのでその実績について報告する。
キーワード：自動化，自律運転，ブルドーザ，ダンプトラック，振動ローラ，ICT，AI

1．はじめに

建設業の作業員は，約 20 年前から減少の一途を辿
り，深刻な人手不足に陥っている。人手に頼らざるを
得ない建設業にとって人手不足は大きな問題である。
その人手不足の原因は若年層在職者の減少にある。若
手の作業員は業界を離れ，更に若い作業員の職はない
ため作業員の高齢化は進んだ。このような状況の下，
機械化された重機土工では，高齢作業員でもオペレー
タとして活躍し，昨今はMC/MG機能を有した建設機
械により，経験不足者，女性，外国人でも操作は可能
となり人手不足を補ってきた。しかし，根本的な問題
解決には至っていない。また，建設業におけるここ
10 年の年齢別死亡災害件数は，60 代以上では 30 ～
40％，50 代以上を含めると約 60％に達する。起因別に
見てみると建設機械に関わる死亡災害は 25 ～ 30％を
占めている。このような問題を抱える建設業の課題解
決策の一つとして，建設機械の自律自動化に着目し開
発を行ってきた。建設機械に作業指示を送り，機械は
自律的に自動運転を行い，必要最小限の人員により多
数の機械を同時に稼働させる。これをコンセプトとし
て，次世代の建設生産システムA4CSEL（Automated/
Autonomous/Advanced/Accelerated Construction 
system for Safety, Efficiency, and Liability）（以下「本
システム」という）を開発した。A4CSEL の最終的目

標は「現場の工場化」である。定型的な繰返し作業は
本システムによる自動化機械に担当させて，機械をど
う動かすかの計画は人が担当することにより，現場の
省人化，生産性と安全性の向上を図る。機械の開発は
単純な動作の振動ローラから始め，機動力のある無限
軌道式のブルドーザ，長距離走行可能なタイヤ式のダ
ンプトラック，いずれも汎用建設機械を自動化してい
る。
本稿では，当該システムをダム堤体の本格的コアの
盛り立て作業に適用し成功したので，その報告を行う
（図─ 1参照）。

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ

図─ 1　本システムのダム堤体施工イメージ
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2．システム概要

（1）全体システム
重機土工の場合，従来の人に頼った施工では，世話

役は各オペレータへ事前に作業指示を行い，現場の状
況変化に応じて無線により新たな指示を出すとともに
オペレータ同士の柔軟な対応により施工を行ってき
た。これらは世話役の機転を効かしたタイムリーな判
断とオペレータの長年の経験による熟練技術により実
現してきたものである。これに対し本システムでは，
世話役の代役とした統合的なマネジメントシステム
と，オペレータの代わりとなる自律制御コンピュータ
により成り立っている。図─ 2にシステム構成図を
示す。自動化された重機は指示された通りに動作する
ようプログラミングされ，その指示内容は「施工計画
システム」を用いて作業に必要な条件を入力すること
により各作業のタイムスケジュールは自動作成され
る。これを同システムのシミュレーション機能によっ
て事前に施工手順・方法を確認することができる。こ
れら施工計画の内容は「施工管制システム」へ送られ，
各重機のサーバ（作業指示を個々の重機へ発信するシ
ステム）を通して重機に指示を伝える。「施工管制シ
ステム」は全ての自動化重機の稼働状態を把握してお
り，作業エリアの区分管理によって，作業全体の開始
指示や一時的な中断及び再開，施工の進捗管理，重機
の管制を実施する。

（2）自動振動ローラ
自動振動ローラは 12 t 級ローラを使用した。表─ 1

に機械仕様，写真─ 1に自動振動ローラの全景を示
す。自動化には，振動ローラにGNSS，方位センサ，
姿勢計測装置，自動操舵装置，制御用コンピュータ（以

下制御 PCと呼ぶ）等を実装した。転圧作業は，制御
PCが上位システムから転圧範囲を受け取った後，機
体の位置を計算し，前後進・走行速度・操舵角を自動
制御して行う。安全装置は，前後方向にレーザスキャ
ナを搭載し，障害物を検知した際に自動停止する機能
を備えた。その他特徴として，実工事から取得した熟
練オペレータの操作データに基づく自律制御方法を確
立していることと，土質条件に応じて制御パラメータ
を自動制御する自律性を保有し，直線走行，切り返し
走行とも，誤差は± 10 cm以下に収めることができ，
熟練オペレータと同等の施工精度を確保している。

表─ 1　自動化した振動ローラの仕様

項目 仕様 備考
運転質量 120 kN 12.2 t
全長 5,895 mm
全幅 2,300 mm
全高 2,130 mm
締固め幅 2,130 mm
起振力 308 kN
定格出力 110 kW

図─ 2　システム構成図

写真─ 1　自律自動化振動ローラ全景
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（3）自動ブルドーザ
自動ブルドーザは 22 t 級 ICT ブルドーザを使用し

た。表─ 2に機械仕様，写真─ 2に自動ブルドーザ
の全景を示す。自動化には，振動ローラと同様，
GNSS，方位センサ，姿勢計測装置，制御 PC等を実
装した。ブルドーザの機械的特徴は無限軌道のクロー
ラを備えている点である。左右クローラの回転は，制
御 PCにより機体の向きとまき出し経路の差分を旋回
量として計算し機体側コントローラへ送られる。そし
て機体側コントローラにより左右クローラの回転方向
と回転速度は制御される。まき出し作業は，上位のシ
ステムからダンプトラックによって荷下ろしされた材
料の位置と量・まき出し範囲・まき出し高さを制御
PCは受け取り，まき出し経路を計算し前後進・走行
速度・排土板高さを自動制御して行う。排土板の高さ
はブルドーザの ICT 機能を使用して制御している。
安全装置は，重機周りに一定の磁界を発生させ，IC
タグを携帯した作業員が磁界内に侵入したら直ちに重
機を自動停止させる機能を備えた。その他の特徴とし
て，排土板で材料を押した際に，まき出された材料の
広がり形状を材料の性状に合わせて予測するシミュ
レータを開発し，まき出し経路選定の基本モデル生成
に役立てたことと，実際にまき出しを行い，材料が余っ
た際に排土板背面に材料を抱え後退しながら敷きなら
すバック引き機能を有していることを挙げる。

（4）自動ダンプトラック
自動ダンプトラックは 55 t 積ダンプトラックを使
用した。表─ 3に機械仕様，写真─ 3に自動ダンプ
トラックの全景を示す。自動化には，他の機種と同様，
GNSS，方位センサ，姿勢計測装置，制御 PC等を実
装して実現した。走行は，上位システムから材料の積
込み場所・荷下ろし場所・走行経路を受け取った後，
自車位置・向き・速度・経路形状から，スロットル量・
リターダ（ブレーキ）量・ステアリング角度を自動制
御して行う。荷下ろし地点到着後はベッセル昇降速度
を自動制御して荷下ろしを行う。ダンプの操舵関係
は，操舵用油圧回路を直接制御しているためハンドル
に自動操舵装置の必要はない。安全装置は，前後方向
にレーザスキャナを搭載し，障害物を検知した際に自
動停止する機能と走行路の勾配や不陸に応じ精度よく
追従する走行制御機能を有している。

（5）通信装置
図─ 2に示す各重機のサーバと重機間の通信には
5 GHz 帯のメッシュ無線 LANを使用した。作業エリ
アを外周から取り囲むよう固定局を設置し，エリア内
の重機に移動局を設置することによって，メッシュ状
のネットワークを構成する。これにより常時途切れず
良好な通信状態を確保した。

表─ 2　自動化したブルドーザの仕様

項目 仕様 備考
運転質量 217 kN 22.1 t
ブレード幅 3,970 mm
ブレード高 1,100 mm
全長 5,680 mm

全幅（本体） 2,965 mm
全高 3,332 mm
定格出力 162 kW

写真─ 2　自律自動化ブルドーザの全景 写真─ 3　自律自動化ダンプトラックの全景

表─ 3　自動化したダンプトラックの仕様

項目 仕様 備考
最大積載荷重 523 kN 55.0 t
空車質量 437 kN 44.6 t
最高速度 70 km/h
全長 9,355 mm
全幅 4,595 mm
定格出力 533 kW
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3． ロックフィルダム堤体コア盛り立て自動
化実績

（1）ダム堤体コア自動盛り立て概要
福岡県朝倉市にて施工中の小石原川ダム本体建設工

事において，本システムの自動化重機による本格的な
堤体の盛り立て作業を実施した。当該ダムはロック
フィルダムであり，今回の自動化施工はコア材の盛り
立てについて行った。重機は前述の 3種類の重機を使
用し，台数は，自動振動ローラ（12 t 級）2 台，自動
ブルドーザ（22 t 級）2台，ダンプトラック（55 t 積）
3台の合計 7台とした。自動にて施工を行ったエリア
全景を写真─ 4に示す。自動化施工は，コア材約 1,300 
m3 の盛り立てを途切れることなく連続的に行った。

（2）自動化施工計画
自動化施工の計画は，図─ 2に示した施工計画シス
テムによって行う。同システムに作業エリアの区分，
各重機の歩掛，機械の台数，仕上げ高さ等の設定を行
うと，タイムスケジュールは自動的に計算される。図
─ 3に計画平面図を示す。施工範囲は，上流レーン
（178 m × 14 m）と下流レーン（119 m × 14 m）の 2
つに分け，まき出し長を 5.4 m ずつとして計画した。
機械台数は，上流レーンはダンプ 2台，ブルドーザ 1
台，振動ローラ 1台，下流レーンはダンプ 1台，ブル
ドーザ1台，振動ローラ1台とした。材料の積込みは，
同一のエレベーションにコア材仮置き場を設置し，ホ
イルローダによる有人積込みを行う計画とした。以上
の設定によって算出した施工時間は約 5時間であり，
タイムスケジュール上，機械配置等の矛盾はないこと
を確認した。

（3）安全対策
自動運転の基本は人車完全分離であるため，自動化

重機稼働範囲は全域を立ち入り禁止措置とした。ま
た，車両系建設機械等の資格を有した運転手は不要で
あるものの，監督署への相談の結果，自動制御監視員

は有資格者であることとした。非常時の際は，管制シ
ステムからの一斉停止若しくは個々の重機の無線式非
常停止スイッチによる対応とした。無線 LANが途絶
えた場合や，GNSS による衛星補足数が不足する場合
は重機単独により停止する。

（4）自動化施工の実績
図─ 3に示すように施工管制室を施工エリアのダ
ム下流側に設置し，施工管制システムより自動運転の
開始を行った。管制室の状況を写真─ 5に示す。ダン
プはコア材仮置き場からスタートし自律走行をして施
工エリアへ向かう。到着後は後退で進入しベッセルを
上げて荷下ろしを行う。ブルドーザはダンプの退出の
信号を受けた後まき出しを開始する。これを計 55 回
繰り返した。一方，振動ローラはブルドーザとの離隔
を十分取れた段階で転圧を開始する。転圧した範囲は
上位のシステムにより管理されているため，複数台の
ローラを稼働させても重複による過転圧は生じない。
写真─ 6に施工状況を示す。これら 3 機種を連携さ
せた一連の作業には，一切の無駄な動きはなく，連続
して計画した 5時間で施工を終えた。要した人員は 7

写真─ 4　自動化施工エリア全景（左岸から右岸望む）

図─ 3　自動化施工計画平面図

写真─ 5　管制室の状況
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台の重機に対し 2名の監視員のみである。仕上がり状
況を写真─ 7に示す。作業効率，品質とも有人の場合
と遜色のない実績であった。

（5）考察
今回のように定型的な盛り立て作業は自動化に適し

た作業であり，熟練オペレータと同等の施工速度，施
工品質で施工できることを実証した。一般に若いオペ
レータを一人前に育てるには，普段の作業の中で，上
手いオペレータの動きを見させ，自身によって運転技
術を磨き育てる。昨今のゲーム機世代の若者は運転技
術の上達は早いものの作業の先読みができないため一
人前に育つまで長い年月を要する。急速に進む人手不
足の現代においては，このような時間は取れないた
め，数年にわたって身につける技術をAI 手法も取り

入れたプログラムに置き換えることによって，今回の
ような自動化による盛り立て工事は可能となる。自動
化施工は品質のばらつきはなく人間のように休む必要
もない。また，夜間に照明はなくても GNSS の衛星
さえ補足できていれば施工は可能である。更に重機同
士の接近作業も可能である。有人作業であると重機同
士の接触を避けるため，ある程度の離隔を取らなけれ
ばならない。しかし，機体の位置は GNSS によって
精度よく管理しているため，十分な離隔をとることな
く工程を進めることができる。一方，問題点もある。
機械やセンサの故障などアクシデントで計画通り進ま
なくなった場合，有人であると機転を効かして対応で
きる。しかし自動化の場合，作業を一旦停止し，仕切
り直しを行ってから再開となるため時間はロスする。
定型的な動きが乱れた場合の対応策が今後の課題と言
える。

4．おわりに

今回，初めて本格的な堤体の盛立作業に本システム
A4CSEL を適用し，有人施工と遜色のない結果を得る
ことができた。しかしながら本成果は限定された条件
による結果であるため，今回得た実績をもとに，更な
る改善を図り，自動化重機数台の小規模な運用から，
20 ～ 30 台の大規模な運用まで適用可能なシステムに
仕上げていく所存である。
尚，本開発で使用した振動ローラは酒井重工製
SV512，ブルドーザはコマツ製D65PXi ICT ブルドー
ザ，ダンプトラックはコマツ製HD465 である。
 

［筆者紹介］
田中　秀昭（たなか　ひであき）
鹿島建設㈱
機械部　自動化施工推進室
担当部長

写真─ 6　自動化施工の状況

写真─ 7　仕上がり状況
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深層学習を用いた油圧ショベル自動制御システムの
開発事例
油圧ショベルが無人かつ自律的に施工を行う現場を目指して

西　村　弘　平・冨　山　翔　司

近年，建設業界では，働き手不足が深刻化しており，作業現場の省人化や無人化のニーズが高まってい
る。ICT技術により作業効率化を支援する ICT建機の導入が一部で進んでいるが，既に流通する建機へ
の後付けが難しく，高額であること等から，作業現場での省人化はまだ十分進んでいない。また，特に，
作業現場でよく用いられる汎用重機である油圧ショベルは，油圧に起因する動作の再現性の低さや強い衝
突による挙動の不安定さ等のため従来制御では自動化が困難であった。本稿では，これまで困難であった
作業現場のさらなる省人化や無人化に向けて，機体に安価なセンサーと遠隔操縦装置のみを後付けで設置
し，深層学習を用いて，油圧ショベルを無人で自動制御するシステムについて紹介する。
キーワード：AI， ICT，土工， 機械化施工，無人化施工

1．はじめに

近年，建設業界は働き手不足が深刻化しており，生
産性向上が喫緊の課題となっている。少子高齢化が進
む日本では，生産年齢人口が 1995 年の 8,716 万人を
ピークに下がり続けており 1），さまざまな産業で働き
手不足が顕在化してきている。特に建設業界は，他の
業界と比べて働き手不足が深刻である。職業の需給状
況を示す新規求人倍率について，2018 年の「建設業界」
の値は6.85倍（前年同期は6.08倍）であった。これは，
全職業平均の2.25倍（前年同期は2.21倍）より高い 2）。
出生率が低迷し，移民が限定的であるため，働き手が
求人に対して十分増加する可能性は低い。そのため，
働き手不足に対応し，業界を維持するためには，生産
性向上が必須である。
生産性向上の試みとして，ICT 技術を用いること

で，「調査・測量」，「設計・施工」，「検査」，「維持管理・
更新」の建設現場の各プロセスで省人化を進める試み
（i-Construction）が進められている。i-Construction の
取り組みの 1つである ICT施工は，ICT技術により各
作業の情報をデジタルデータとして管理し，高効率・
高精度な施工を目指すものである。例えば，ICT技術
を活用して現場作業の効率化を図る建機として，ICT
建機がある。ICT 建機 3）とは，汎地球測位航法衛星
システム（Global Navigation Satellite System，以下
GNSS）やトータルステーション（Total Station，以
下TS）といった高精度測位技術を活用して，オペレー

ターに操作のガイダンスを行う機能（マシンガイダン
ス，以下MG）や，重機の刃先の自動制御を行う機能
（マシンコントロール，以下MC）がついた建機であ
る。オペレータは ICT 建機を用いることで，設計図
面や現況および重機の状態等の情報により算出され
た，MGやMCに基づいて施工できる。そのため，手
戻りが少なく精度の高い施工ができるようになるとい
う点で，ICT 建機は，現場の作業効率化に貢献して
きた。例えば，ショベルは掘削・積込・整地・運搬な
どの作業ができる汎用的な重機であり，一部の作業は
難しく，熟練に年数を要するものもある。しかし，
MG，MC機能を搭載したICT建機を使用することで，
新人のオペレーターでも難しい作業を短い作業時間で
行えるようになるということもあり，現場の生産性を
あげることができる。
しかし，作業効率化を目的とした ICT 建機の利用
には課題もある。1つ目は，ICT建機は高額なセンサー
を搭載しており，ICT 建機を利用しない施工よりも
ICT 建機を利用した施工の方が，施工費が高い点で
ある。つまり人数に対する仕事量は効率化されるもの
の，金銭的コストに対する仕事量は効率化されず利用
が進みにくい場合があるということである。2 つ目
は，通常の建機を後付けで ICT 建機にすることが難
しい点である。すでに現場では多くの建機が流通し利
用されている。それらに ICT 建機の機能を付与する
ことは難しく，また，買い替えコストも大きいため，
利用する建機の ICT 化が進まない一因となってい

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ



38 建設機械施工 Vol.71　No.7　July　2019

る。3つ目は，ICT建機を利用しても，作業の無人で
の自動化を実現できない点である。ICT 建機の ICT
関連機能はオペレーターの操作を支援することを目的
として設計および開発されており，オペレータの操作
なしでは動作しない。そのため，現場作業の効率化に
は寄与するが，自動化には寄与しない点で，効率化は
限定的である。
本稿では，深層学習を活用した油圧ショベル自動制

御システムの開発事例を紹介する。本システムは，油
圧ショベルの作業の無人での自動化を安価なセンサー
のみを利用して実現することを目指したものである。
ショベルの作業の無人での自動化が実現できれば，建
設現場の省人化および無人化がより進むことが期待で
きる。例えば，ある範囲を 1 m掘り下げるという指示
を与えるだけで，その作業が無人かつ自動化で実現さ
れれば，本来その作業をするはずだった人が，他の作
業に集中できる。また，安価なセンサーのみで自動化
が実現できれば，施工費を抑えられる可能性がある。
本システムは，制御の入力に RGBカメラと 1つの傾
斜計のみを用いている。更に，本システムは多くのメー
カーの機種のショベルに後付けできるようにすること
を狙って，様々なショベルに取り付けることができる
遠隔操作技術を利用した開発を行っている。
従来技術を活用した場合，こうした無人での自動制

御システムの実現には，RGB カメラから制御に必要
な情報を抽出する画像認識機構と，土との抵抗がある
中での自動制御機構に課題があった。具体的には，認
識機構については高次元データである画像から低次元
の情報のみを抽出するモデルの設計が難しかった。ま
た制御機構については，異なる土の状態に適応的に制
御を行うことが難しかった。この 2つの課題は，モデ
ルの設計方法が難しかったり，多様な場合に全て対応
するようにモデル設計しきることが困難であったりし
たために，従来技術での解決は限定的であった。例え
ば，画像認識の従来技術では，画像から欲しい情報を
抽出するためのフィルタや特徴量を人手で設計してい
たが，さまざまな背景や多様な光源環境に対しても頑
健なモデルを人出で設計しきることは困難であった。
また，制御の従来技術の代表例である PID制御では，
3つのパラメータで制御を行うが，この制御モデルは
パラメータが有効な一部の限定的な土の状態でしか有
効な制御が行えない。
以上の問題に対して，本稿で紹介するシステムでは

深層学習を用いることによって解決を試みている。深
層学習モデルは任意の関数を表現でき，大量の学習
データがあれば，時系列情報や画像情報も有効に扱う

ことができる。そのため，背景や光源等が多様であっ
ても目的の情報を画像から抽出できる画像認識モデル
や，さまざまな土の環境に応じて適応的に動かし方を
制御できる制御モデルを，得られる可能性がある。本
システムでは具体的に，画像からショベルの各関節角
度を推定するモデルと，常に変化する土の環境で適応
的に制御ができるモデルを，深層学習によって獲得し
ている。
本項では，深層学習について説明をした後，ショベ
ル自動掘削システムの詳細と，各機構の評価結果につ
いて説明する。最後にショベル自動掘削システムの今
後の開発方向性を述べる。

2．深層学習

深層学習とは，人間の脳神経回路を参考にして，
ニューラルネットワーク（以下，NN）を多層に積ん
だモデルを用いた機械学習手法である。NNの各層で
は，前の層のニューロンの線形変換と活性化関数によ
る非線型変換が行われ，これを多層に積み上げること
によって，高い表現力を獲得することができる。
深層学習は，画像や言語といった高次元の情報や系
列情報を容易に取り扱うことができ，画像認識や自然
言語処理の研究分野では人間の性能を超えるような目
覚ましい成果を挙げているタスクもある 4），5）。深層学
習は制御にも応用されている。数式でのモデリングが
難しいような状況での制御（例えば物体と接触するよ
うな時）をする上で，深層学習によって環境モデルや
制御関数を学習することにより，その高い表現力を
持ってして今まで制御できなかったような動作を習熟
することが可能になってきている 6）。
画像データに特化した深層学習技術として，CNN

（Convolutional Neural Network，以下 CNN）がある。
CNNは畳み込みと呼ばれる演算を繰り返し行うが，
各畳み込みではフィルタと呼ばれる格子状の重みが
データの局所的な特徴（例えばエッジ）を抽出してい
き，それが積み重ねられることで画像全体の情報が抽
出される。CNNは，同じ重みのフィルタを画像全体
にかけるため，画像の特徴的な部分が画素上のどこに
あってもうまく特徴を抽出できる，位置普遍性を持っ
ており，これが画像データをうまく扱える理由とされ
ている。学習過程ではこのフィルタの重みが自動で決
定されていく。CNNは，物体カテゴリ識別 4），物体
検出 7），物体領域抽出 8）など様々な画像入力の問題設
定で精度高い結果が出せることが示されてきた。
また，制御の分野で頻繁に応用されている深層学習



39建設機械施工 Vol.71　No.7　July　2019

技術として，深層学習と強化学習を組み合わせた深層
強化学習がある。強化学習とは，あらかじめ用意され
た環境と報酬の中で，エージェントが環境内での試行
錯誤を繰り返していき，報酬を最大化するような動き
（方策）を学習する機械学習手法である 9）。ここに深
層学習を利用することによって，複雑な動作をする方
策を学習することができるようになる。既に囲碁や
ゲームでは，人間を超えるようなエージェントの学習
ができるようになっていて，グラスピングなどのロボ
ティクスのタスクでも，今までにできなかったような
複雑なタスクができるようになってきている 10），11）。
一般的に，深層強化学習は，教師信号を必要とせず，
環境内で試行錯誤によって学習するために，膨大な試
行回数を必要とする。

3．ショベル無人自動制御システム

（1）ショベルの自動制御システムの構成
本システムは，作業領域と作業内容が与えられた

時，画像と傾斜計のセンサ値のみを制御入力として，
その作業内容を無人で自動制御することを目指してい
る。生の画像データから操作信号を直接出力すること
は難しいため，本システムでは，画像データから制御
に必要な情報（＝ショベルの各関節角度）を抽出する
状態推定機構と，与えられた作業内容を実現するため
の操作信号を出力する制御機構の二つを開発し，これ
らをつなぎ合わせている。制御周期は 10 Hz としてい
る。
自動制御のシステムを構築するために必要な機材

は，ショベルの機体に設置する機材と遠隔にある操作
室に設置する機材の 2種類がある。ショベルに設置す
る機材は，遠隔操縦装置，ハイビジョン規格の RGB
カメラとカメラの無線送信機，傾斜センサとセンサー
情報の無線送信機である。遠隔にある操作室に設置す
る機材は操縦装置のコントローラー，カメラ画像の無
線受信機，傾斜センサーの無線受信機，カメラ画像か
らの情報抽出と制御の処理を行う計算機である。RGB
カメラはキャビン上部に設置する。写真─ 1はカメ
ラの設置箇所を撮影した写真であり，本システムでは
いずれか 1つのカメラを用いる。必要な機材は，すべ
て多数のメーカー，機種のショベルに設置できるもの
を使用しており，さらにショベルに設置する機器が車
などで簡便に運搬できるため，既存の重機に対する導
入コストは少ない。より多くの重機に対して，少ない
コストで導入できる無人の自動制御システムは現場の
生産性向上に大きく寄与する。

なお，本システムを用いた無人自動制御をする作業
の対象として，掘削を選定した。掘削はショベルの作
業の中でも頻繁に行われる作業だが，土の抵抗がある
ために自動制御が難しかった作業でもあり，無人自動
制御が達成されることによる貢献が大きいと判断した
ためである。

（2）ショベルの状態推定機構
ショベルの状態は図─ 1に示す 5 つの角度によっ
て一意に定まるので，この 5つの角度が制御に必要な
情報である。ショベルの機体全体の傾きは傾斜セン
サーによって取得できるため，本システムの状態推定
機構ではキャビン上部に取り付けたカメラ画像から
ショベルの 3つの各関節の角度を推定する。写真─ 2

は実際に認識した結果の一例である。
カメラ画像からショベルの関節角度を推定する機構
では深層学習を用いている。この機構は，ノイズに対
して頑健に，画像から適切な情報を抽出する必要があ
る。深層学習は，高い表現力が必要なモデルを表現で
き，画像のような高次元のデータから低次元のデータ
を抽出することができる。
ショベルの状態認識機構では，Dilated Residual 
Networks12）（以下，DRN）というネットワーク構造
をベースにして関節角度を直接推定する CNNを用い
ている。DRNは物体カテゴリ識別，物体領域抽出で
よい性能をあげたことが報告されている CNNの手法
の 1つであり，ショベルのキャビン視点画像からショ
ベルの関節角度を推定する機構においても有効であっ
た。ショベルの状態推定では CNNが画像を入力とし

写真─ 1　カメラの設置箇所の様子
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て 3つの角度を出力する。CNNは各関節角度が出力
する角度が 360 クラス（1 クラスは 1 度に対応し，1
度から 360 度までの 360 クラス）のどのクラスである
かの分類問題を解き，各関節の角度を整数値で出力す
る。
10 Hz の制御周期で制御するためには，状態推定の

CNN は 0.05 秒程度で状態を推定する必要がある。
CNNの入力に用いる画像の解像度が大きいと，CNN
のパラメータ数が増えるため推定にかかる時間が長く
なる。CNNの処理高速化のためには，角度推定の精
度が落ちない範囲で入力画像の解像度を小さくする必
要がある。本システムで利用しているカメラは，解像
度が 1,280 × 720 のハイビジョン規格のカメラである
が，CNNの処理を高速化するために，解像度を 224
× 224 に圧縮している。
CNNの学習は一般的な学習方法である教師あり学

習で行い，約 100 万件のキャブ視点画像と正解角度の
ペアを用いた。キャビン視点画像に対応する各関節角
度のデータ作成は以下の 4ステップからなる。まず，
ショベルの各関節間の距離を測定する。次に，ショベ
ルのキャブ視点と真横にカメラを設置し，それらのカ
メラ間で同期を取りながら，ショベルを適当に操作

し，データ収集を行う。そして，横視点カメラ画像の
関節点の座標を人手でラベルづけする。最後に，ブー
ムに取り付けたARマーカーによって関節点の 3次元
空間座標を推定し，各関節の角度を計算する。以上の
4ステップを踏まえてキャブ視点画像に対する関節角
度データを作成した。
CNNの誤差関数は，クロスエントロピーというク
ラス分類の問題設定でよく使われる誤差関数を用いて
おり，学習にかかる時間は 3～ 4日程度である。訓練
時の誤差関数のグラフを図─ 2に示す。

（3）ショベルの制御機構
制御機構は，作業内容が与えられた時，それを実現
するための操作信号を，各関節角度と傾斜計のセンサ
値を入力として推定する。掘削の作業には，移動と旋
回は含まれないので，実際にはブーム・アーム・バケッ
トの 3関節のみの操作を制御する機構の開発を行っ
た。
制御方策の学習には，深層強化学習を用いている。
制御方策の学習方法として，対象作業を行うオペレー
ターの操作ログを用いて教師あり学習を行うという方
法が考えられる。しかし，教師あり学習による制御方
策の学習は，教師データの作成に実機を使うために非

図─ 1　ショベルの状態を表す角度の図（左：ショベルを横から見た図，右：ショベルを後ろから見た図）

写真─ 2　�認識機構で状態認識をした結果の例（左上：横カメラの画像，�
左下：キャブ視点画像から推定した結果，�右：キャブ視点カメ
ラの画像）

図─ 2　�CNN学習時の誤差関数のプロット図（横軸はエポック数，縦軸は
誤差関数の値）
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常に手間がかかる。また，制御対象の作業ごとに教師
データの作成と制御方策の学習を行う必要がある。そ
のため，教師あり学習は現実的な学習方法ではない。
深層強化学習を用いることによって，教師となる操作
量のログデータを必要とせずに，複雑な動きを学習す
ることができる。
制御方策の学習にはシミュレーターを用いている。

深層強化学習を用いて習熟した操作を学習するには，
数百万を超えるような試行回数を必要とすることが稀
ではなく，それだけの試行を油圧ショベルで行うこと
は，機体の耐久性，実験場の設備，学習に必要な時間，
といった観点から現実的ではない。そのため，シミュ
レータを用いて掘削の制御モデルを学習する。シミュ
レータを用いることで，何百万回という試行を容易に
行うことができ，深層強化学習の実現を可能とする。
シミュレータを活用する際の問題として，現実世界

の物理挙動とシミュレータの物理挙動が異なることが
挙げられる。この差を埋める方法として，現実世界の
物理挙動の観測からシミュレータの物理挙動を近づけ
る方法が考えられるが，前述の通り，油圧の挙動や土
の中の挙動は単一の数式によって表現できず，現実世
界の挙動をシミュレータ上で似せること自体が難し
い。そのため，Domain Randomization という手法を
用いて，現実世界とシミュレータの物理挙動の差を埋
めた。Domain Randomization では，物理挙動を規定
するシミュレータのパラメータを毎試行ごとに幅広い
範囲でランダム化し，制御方策をその中で学習させ
る。これによって，どんな物理挙動をする空間でもう
まく制御できる方策を学習でき，実機に転用すること
が可能になる 9）。本システムにおいては，土の抵抗や
重機の重心，遅延の関係などを試行ごとにランダム化
し，その環境の中で学習することによって，複雑な環
境で適応的に制御できる制御方策が学習させる。
ショベルの制御方策には，Long short-term memory

（以下，LSTM）13）というネットワーク構造をベース
にした NNを用いている。LSTMは時系列性を考慮
する必要がある問題設定において，高い性能をあげた
ことが報告されている。操作量と各関節の動作速度の
関係をモデリングし，レバー操作量を出力する制御方
策のモデルとしても有効であった。LSTMの入力は
過去複数ステップの，状態とレバー操作量の系列で，
出力は今のステップの最適なレバー操作量である。
強化学習アルゴリズムには，学習の安定性が比較的

高い，Trust Region Policy Optimization14）を用いて
いる。学習に要する試行回数はおよそ 100 万回程度で
あり，1～ 2 日で計算が完了する。報酬関数は，土が

あると仮定している空間の通過面積をベースにしてお
り，これによって土をたくさん掘るような制御方策が
学習される。訓練時の獲得報酬曲線を図─ 3に示す。

4．ショベルの無人自動制御システムの評価

（1）状態認識システムの評価実験
初見の画像に対する推定精度を検証することで，本
システムで利用している CNNが画像から状態を推定
できているかを定量的に評価する。
画像データ 91,2443 件（26 日分）を日付ごとに分割
し，2日分のデータ（52,601 件）を検証用データ，そ
れ以外の 24 日分のデータ（859,842 件）を学習用デー
タに分ける。CNNを学習用データで学習させ，検証
用データに対して状態推定した結果を示す。学習デー
タ，正解データともに人手の関節点ラベルづけとAR
マーカーによる角度推定によってデータを作成してい
る。角度ごとに正解値と推論値の誤差の絶対値の平均
を表─ 1に示す。
ブームと水平線，ブームとアームの間の角度は 1～
2°程度の誤差で推定することができている。見たこと
のない新しい画像においてもある程度の精度で推定で
きていることがわかる。
アームとバケットについては他の関節角度に比べて
推定制度が悪くなっており，画面で表示されるうちの
バケットの割合が小さい，大部分が土の中にある場合
に画像のみからでは判断が難しい場合があるといった
ことが課題として考えられる。

（2）制御システムの評価実験
強化学習が，複雑に変化する環境において適応的に
制御方策を変化することができているかを検証する。

図─ 3　�強化学習の報酬曲線のプロット図（横軸はタイムステップ，縦軸
は報酬値）
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検証に用いた作業内容は，機体が地面に水平に設置さ
れている条件下での，掘削作業である。
比較手法に教師あり学習で学習した方策を用いる。

実際の熟練オペレータの掘削データを収集し，それら
に対し深層学習を用いた教師あり学習をすることで獲
得した掘削制御方策を用いる。訓練には 947 回分の掘
削の操作ログ（油圧ショベルの各関節角度とレバー操
作の時系列データ）を用いている。方策のネットワー
クに多層の全結合NNを用いており，誤差関数にはレ
バー操作量の平均二乗誤差を用いている。
油圧ショベルの掘削を，深層強化学習で訓練させた

制御方策で行った時の様子と，教師あり学習で学習さ
せた制御方策で行った時の様子を，それぞれ写真─
3，4に示す。強化学習で学習させた制御方策は，土

をたくさん掘れていることがわかる。一方で，教師あ
り学習の制御方策で掘削されている土の量は少なく，
また，動きのメリハリが強化学習の制御方策に比べて
ないことが定性的にも観測された。
教師あり学習では，掘削されている土の量が少ない
理由として，オペレータが掘削を行った時の土と，実
際に自動掘削をする時の土が同じでないことがあげら
れる。また，動きのメリハリについては，教師あり学
習では状態に対応するレバー操作量の誤差を最小化す
るように学習するため，教師あり学習をした方策は，
試行中の環境についてモデリングできず，適応的な制
御ができない。その一方で，強化学習で学習した方策
は教師あり学習に比べて複雑な環境をモデリングして
適応的に制御できていることが確認できる。

表─ 1　状態認識システムの認識精度の表（単位は°）

ブームと水平線 ブームとアーム アームとバケット
角度誤差 1.0865 2.6202 9.4512

写真─ 3　強化学習で学習した方策を用いて掘削した様子

写真─ 4　教師あり学習で学習した方策を用いて掘削した様子
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5．おわりに

ここまで，深層学習を用いたショベルの無人自動制
御システムについて述べた。本システムは無人の自動
制御ができ，安価なセンサーのみを利用し，既存の重
機に搭載できる機材のみからなるシステムであるた
め，建設現場の生産性向上に貢献できる。既存の技術
では難しかったショベルの状態認識と自動制御が深層
学習によってある程度できることを見た。最後に，自
動制御システムの今後の開発方向性について述べる。
今後，本システムが現場に導入され，さらに生産性

向上に貢献できるようになるためには，以下の 2つの
要素が必要になると考えている。
まず 1つは，環境情報を活用した作業ができるよう

になることである。本稿では，機体が，地面と水平に
ある条件下での掘削を行うために制御機構について述
べた。実際の現場では，機体の周りの土の形状や，他
の重機などの周囲の環境は複雑である。これらの環境
情報を把握して作業できるようになると，作業できる
内容と条件が多様になる。ショベル自動制御システム
がより広い条件で多様な動きができるようになると，
運転員は他の仕事をできるようになり，建設現場の生
産性が向上すると考えられる。
次に，制御精度の向上である。4.1 節で示したよう

に，現在の自動制御システムは依然として認識精度に
は誤差があり，数 cm精度の制御はできていない。制
御誤差が小さくなると，作業後の測量といった計測作
業が合理化されるため，さらに建設現場の作業効率化
に貢献できると考えられる。
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自律飛行型ドローンと AI を活用した 
トンネル発破施工の最適化
NATM 発破良否判定システム『Blast Eye/AI』

中　林　雅　昭・杉　山　　　崇・本　木　章　平

山岳トンネルの発破掘削工法において，ドローンにより自動取得した発破後の飛石形状から，発破の良
否をAI により判定する発破良否判定システム『Blast Eye/AI：ブラスト・アイ』（以下「本システム」
という）を開発した。本システムは，事前にトンネル線形と切羽位置を自律飛行制御装置に学習させた自
律飛行型ドローンにより，発破後の飛石形状の 3次元形状データをデジタルカメラで自動採取する『Blast 
Eye』（以下「本見える化システム」という）と，その形状データから発破パターンの良否を人工知能（AI）
で自動判定する『Blast AI』（以下「本判定システム」という）により構成されている。本システムによ
り従来，熟練トンネル技能者が発破後に目視と経験により行っていた発破の良否判定を自動化できるため，
将来的な山岳トンネルの完全自動化の一技術とすることができる。
キーワード：  NATM，発破良否判定，AI，3 次元データ，ドローン，自律飛行

1．はじめに

中硬質岩の山岳トンネルでは，約 1 ～ 2 m毎に発
破作業を繰り返して行いトンネルを掘り進んでいく。
発破作業は穿孔数，穿孔方向，穿孔深さ，装薬量，雷
管段数，等々の組み合わせ（以下，発破パターン）に
より行うが，地質の不連続性などから，発破作業の良
否を都度判定し，次の発破パターンに反映する必要が
ある。
一般的に発破の良否判定は，大別して，①発破後の

素掘り面状態（余掘り・過掘り），②発破後の飛石形状，
③発破後の飛石岩塊の大きさの 3項目から実施してい
る（図─ 1）。①は幾何学的な目標ラインに対する凹
凸などから 3Dレーザースキャナ等により定量的に判
定できる。しかし，②・③は適切な形状・大きさが曖
昧で定量的な判定基準がなく，トンネル熟練工の目視

判定に委ねてきた。
さらに，発破後は後ガスの希釈・拡散のための換気
作業（立入禁止）や，その後の発破ずり搬出作業（関
係者以外立入禁止）の関係から，現場職員が発破の良
否判断基準たる②と③を確実に把握せず，定性的にも
定量的にも判断基準資料を得ることも残すこともでき
ないケースが多かった。
これらの問題解決のために，短時間の換気時間内で
無人により発破飛石形状データを入手し，さらに熟練
工のもつ経験（暗黙知）を人工知能（AI）に学習させ，
発破パターンの判定を速やかに合理的に実施する必要
があった。また，近年の熟練工の減少に伴うノウハウ
の継承と，将来的なトンネル掘削の完全自動化に向け
た一技術としても開発の必要性があった。以下，開発
内容について説明する。

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ

図─ 1　発破作業後の切羽の形状と発破飛石の形状のイメージ図
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2．本システムの概要

本システムは，本見える化システムと本判定システ
ムの 2つの技術から構成されている（図─ 2）。
本見える化システムは，トンネル発破後の 3次元飛

石形状を自律飛行型のドローンにより自動撮影し，デ
ジタル画像から 3次元データ作成を目的とした技術で
ある。本判定システムは，3次元飛石形状パターンか
ら人工知能（AI）により発破の良否を自動判定する
技術である。2つの異なる技術の組み合わせにより，
発破後の良否判定を速やかに，且つ，合理的に実施す
ることを可能とした。

3． ドローンにより発破の「見える化」：本見
える化システム

ステレオカメラを用いたVisual SLAM（Simultane-
ous Localization and Mapping）技術によるドローン
の自律飛行が，線状閉鎖構造物のトンネル内で可能で
あるか否か，ドローン搭載の単眼カメラにより撮影し
た切羽画像から SfM（Structure  from Motion）技術
により 3次元データの作成が可能であるか否か，当社
施工中のトンネル工事現場で検証した。

（1） トンネル内でのドローン自律飛行を可能にする
工夫

通常，ドローンの自律飛行は衛星からの測位データ
や SLAMにより自己位置を推定することで可能とな
る。トンネル内の非GNSS環境下での自律飛行には，
SLAM技術による自己位置推定が必要であるが，長
い線状の狭隘な連続空間であり SLAMの精度誤差が
大きいこと，単調で飛行時に参照する特徴点の少ない

路面であること，照度が不十分でありカメラにより特
徴点を抽出しにくいことが課題として挙げられた。そ
のため，以下の工夫により解決を図った。
①  SLAM用カメラをトンネル上部（天端部）に向
けて自律飛行

SLAM用カメラを変化に乏しく特徴点が補足しづ
らい路面ではなく，鋼製支保工やロックボルト等の特
徴点を補足しやすいトンネル上部に向けて自律飛行を
実施（図─ 3）。
② ステレオカメラと LEDライトの使用
ステレオカメラによる視差を用いることで天端部か
らの距離を正確に認識することが可能となり，ドロー
ンの離陸地点と着陸地点の位置は数十 cmの誤差で
あった。また，特殊な高感度 LED ライト（照度
760 lux）を使用することで，安定的な自律飛行を可
能とした（写真─ 1，2）。

（2）指定位置で自動撮影し 3次元データ作成
切羽近傍の 3次元データはドローン機体下部に設置
したデジタルカメラを使用し取得した。予め撮影位置
をプログラミングしておくことで，撮影高度および位

図─ 3　SLAMで補足した特徴点

図─ 2　本システムの概要

本見える化システム 本判定システム
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置を変えた約 20 枚の写真を自動で撮影し，これらの
写真を画像処理することで 3次元データを作成した
（写真─ 3，図─ 4）。なお，本解析には市販の画像処
理ソフトを使用した。

（3）今後の展開
本見える化システムは，発破後の飛石形状に限ら
ず，トンネル内の様々なデータをドローンにより自動
で取得可能な技術である。SLAM技術の位置精度向
上により，測量，計測，環境測定，安全管理等への応
用も期待できる。また近年，切羽画像や切羽形状から
地山等級をAI により判定させる試みが行われている
が，今回開発した技術は，無人化・効率化・安全性の
観点から，切羽の 3次元形状データを取得するための
有効なツールになり得ると考える。
当社では，生産性・安全性向上のために，本見える
化システムのさらなる可能性を追求していきたいと考
えている。

4． 人工知能（AI）による発破掘削の良否判定：
本判定システム

「発破後の 3次元飛石形状」と「熟練者による良否
判定結果」の対のデータを教師データ（学習用データ）
とする深層学習（Deep Leaning）により，AI モデル
本判定システムを開発した。

（1）模擬的なトンネルで学習用データを準備
施工中のトンネルの発破データでは，AI 学習に必
要な学習用データ数が十分かつ迅速に得られないた
め，実験室内に写真─ 4に示す模擬的なトンネル（R
＝400 mm，L＝1,400 mm）を作成した。この模擬ト
ンネルで「良好な発破」・「普通の発破」・「不良な発破」
の 3カテゴリーの飛石形状を模して，デジタルカメラ
で撮影した写真を基に画像処理ソフトでそれぞれの 3

写真─ 1　ドローンの機体構成

写真─ 2　トンネル内の自律飛行

写真─ 3　切羽近傍の自動写真撮影

図─ 4　自動撮影画像から作成した 3次元データ
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次元飛石形状DXFデータを取得し，学習用データを
準備した（図─ 5）。

（2）AIモデル構築
種々の模擬発破飛石形状を，トンネル経験が豊富な

熟練者に判定させ，学習用データ約 150 組を準備し
た。AI モデル構築における工夫点として，以下の 2
点をあげる。
①データシャッフル
入力する複数の 3次元飛石形状（点群）データの順

番をランダムに並び替えた。これにより，仮に「良好
な発破｣× 10，｢普通の発破｣× 10，｢不良な発破｣× 10
のデータを入力した時に，最初に入力されたデータが
「良好」，最後に入力されたデータが「不良」と学習し
てしまう可能性を排除した。
②点群回転・小移動によるデータ数増加
点群データを，その中心点を基準にランダム（全方

位 360°）に回転するとともに，座標値をランダムに
ずらした。これらをそれぞれ別の点群データとして保
存して利用することにより，データ数を約 9 倍の約
1,350 組に増加させ，学習精度の向上を図った。

（3）実用可能な AIモデルを実証
構築したAI モデルを用いて，学習用データとは別

に正答率確認用データを 30 組準備し，AI による良否

判定を検証した結果，正答率は約 85％となり，この段
階のAI モデルとして実用可能であることを確認でき
た（図─ 6，7）。なお，点群データ（DXF）入力後，
判定に要する時間は 10 秒前後と短時間である。

（4）今後の展開
今回開発した本判定システムは発破の 3次元飛石形
状を判定するAI モデルであり，写真等の 2次元画像
によるAI モデルが一般的な中で，3次元の領域（形

写真─ 4　実験室内模擬トンネル 図─ 7　AI モデルの判定結果イメージ

図─ 6　AI の学習履歴のプロット

図─ 5　学習用データに使用した室内模擬発破形状（3次元データ）の一例
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状の良否判定）にAI の適用範囲を拡大できた。
しかし，1. はじめにで述べた判定要素の一つである

飛石岩塊の大きさは，室内実験の都合上一定値とした
ことに加え，点群データでは岩塊の大きさを表現でき
なかった。また，学習アルゴリズムのメモリ制限等に
より，点群データ（80,000 ポイント前後）を約 1/10
（8,192 ポイント）にリサイズして軽くする必要があっ
たため，点群データの精密性を下げざるを得なかった。
当社では今後，これらの課題をクリアする，もう 1

段階進めたAI の構築を模索するとともに，今回の
AI の開発過程において得た多くのノウハウを，種々
の施工分野や用途に幅広く活用していく計画である。

5．おわりに

本システム『Blast Eye/AI』を開発したことで，こ
れまで発破直後のトンネル熟練工の経験（暗黙知）に
判定を委ねてきた発破の良否が，発破直後の切羽に近
付かず自律飛行ドローンで自動取得した 3次元飛石形
状を基に，AI モデルにより判定できることが判った。
今回開発した本判定システム『Blast AI』の AI モデ
ルは，実験室内での模擬発破データを使用したものだ
が，今後本見える化システム『Blast Eye』のデータ
収集技術を活用して全国の発破掘削のデータを集積

し，深層学習を重ねていくことで，実際のトンネル工
事の完全自動化に向けた実用可能なAI を構築できる
可能性がある。
尚，本開発に使用した画像処理ソフトはAgisoft 社
の「Metashape（旧 PhotoScan）」，AI モデル構築に
は Google 社の「TensorFlow」，スタンフォード大学
の「PointNet」を使用した。
 

本木　章平（もとき　しょうへい）
戸田建設㈱　技術開発センター　施工革新ユニット
係員

杉山　崇（すぎやま　たかし）
戸田建設㈱　土木技術営業部　技術 1課
課長代理

［筆者紹介］
中林　雅昭（なかばやし　まさあき）　
戸田建設㈱　土木技術営業部
部長
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クレーン等の音声操作システム

洗　　　光　範

近年，労働力不足が深刻化する中，建築作業の省人化に貢献すべく，世間一般に普及し始めた音声認識
技術と，無線遠隔操作技術を組み合わせて，クレーン等の音声操作システムを開発した。模型実験による
音声操作ソフトウェアの検証を経て，実際のジブクレーン，天井クレーン，ホイストおよび遠隔操作散水
機に適用し，その有効性と実適用にあたっての問題点を確認できたので紹介する。
キーワード：音声操作，ボイスコントロール，音声認識，信号合図，クレーン，ICT，発話

1．はじめに

スマートフォンに代表される一般家庭向け IoT 機
器の爆発的な普及に伴い，音声認識技術も飛躍的に発
達しており，その用途も多岐にわたってきている。一
方，国内では人手不足が叫ばれ，我々の建設業界にお
いても，労働力不足が懸念されており，各社とも作業
所における技能労働者の確保及び，建築生産性を向上
させる技術，機器，方策の開発に取り組んでいる。

クレーンで作業をするには，通常では，玉掛者，信
号合図者，オペレータ（クレーン運転者）が必要とな
る。オペレータは信号合図者の合図通りにクレーンを
操作することが，クレーン運転操作の基本であるとさ
れている。また，多くの建築工事現場では，クレーン
の信号合図は無線通信機による音声合図が主流となっ
ている。ならば，信号合図者が喋ったとおりにクレー
ンが動けば，オペレータがわざわざ操作レバーを動か
してクレーンを操作する必要はないのではないか，す
なわち必要な人員を一人減らすことができるのではな
いかと考え，クレーン音声操作システムを開発した（図
─ 1参照）。

2．音声操作辞書

音声操作の基本技術となる音声認識ソフトウェアと
して，市販され，広く世間で利用されているソフトウェ
アを活用することとした。このソフトウェアの特徴
は，アクセントやイントネーションの違いなどに左右
されず，認識率が高く，認識した発話が予めユーザが
登録した語句と同じであると判断できた場合に，語句
に応じたキーコード信号を出力できることである。同
時に任意の言葉を発音する機能を兼ね備えているた
め，実際のオペレータの復唱に近い機能を再現するこ
ともでき，音声合図が正しく認識されたか否かが，信
号合図者が直ぐに判るため，非常に有効であった。ま
た，音声認識は，無音部分で区切られた 1発話単位で
行われるため，通常の会話の中に登録された語句が含
まれていても信号合図とは認識しないため，誤認識，
誤動作の危険性が極めて少ないことも特徴の一つであ

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ

図─ 1　クレーン信号合図の現状と音声操作



50 建設機械施工 Vol.71　No.7　July　2019

る。これらの機能を活用して，認識する語句と，それ
に応じた出力キーコードと正しく認識した際に発音す
る言葉を対応させる表を，ジブクレーン用オリジナル
『辞書』ファイルとして作成した。
音声合図の語句は，実際の信号合図者が通常の作業

でクレーンオペレータに合図しているのと同じような
語句を心がけて選定し，当システムを使うための特別
な語句や，喋ってはいけない語句を可能な限りなく
し，信号合図者がストレスなく使えるように努めた。
例えばクレーン動作の『上げ』，『下げ』を意味する語
句として，日本国内で広く使われている，「ゴーヘー」，
「スラー」を基本として採用した。
音声信号の曖昧さを許容するため，同一のクレーン

動作に対して，辞書には複数の語句を登録した。特に
サ行で始まる発話は，最初の音を認識しづらいという
特性があるため，クレーンの信号合図にとって最も重
要な合図である『ストップ』に対しては，「フトップ」，
「トップ」などの比較的近い音の語句も辞書に登録し，
最初の音を「ス」と正確に認識できなくても動作する
ようにした。更には，「トマレ」，「テイシ」等の誤認
識が生じにくい語句も登録し，認識率を向上させるべ
く工夫をしている。

3．クレーン操作ソフトウェア

今回採用した音声認識ソフトウェアには，認識した
語句に応じて，パソコンのキーコードを出力する機能
が備わっている。すなわち，パソコンのキーコード信
号で制御できる機器であれば，比較的容易に制御する
ことができる。
ジブクレーンの動作は基本的には『起伏』，『巻き』，

『旋回』の三動作であるが，これに，速度の増減，三
動作のうちの一つのみの指定，チョイ動作（直前の動
作を極短時間だけ繰り返す）を行えるソフトウェアを
作成した。速度増減の音声合図は，「ハヤク」や「オ
ソク」で現在の速度から 1ノッチずつ増減することは
もちろん，「サンノッチ（3ノッチ）」など，直接動作
速度を指定することも可能とした。複数動作作動中に
「オヤニソク（親 2速）」，「コストップ（子ストップ）」
など，一つの動作の動きのみを指定することが可能で
ある。また，前動作をほんの短時間繰り返す『チョイ
動作』では，動作時間を機器による応答時間の違いや
遅延時間に対応して任意に設定できるようにした。ま
た，先に述べたように，パソコンのキーコードで動作
を制御しているので，直接キーボードからキーインし
てクレーンを操作することも可能である。

このように，音声合図の曖昧さを許容し，かつ，実
際の音声合図に近い発話によるクレーン動作を実現す
るために，辞書に登録した語句数は約 500 語，クレー
ン動作の種類は 40 近くにもなった。
表─ 1に，ジブクレーン用に作成した辞書の一部
を示す。表の左列から，動作名称，認識する語句，認
識された際に発音される言葉，出力するキーコードを
表している。

4．制御機器

ソフトウェアの機能でキーコードを出力することは
できるが，通常のクレーンの操作信号はパソコンの
キーコードとは異なるため，キーコード出力に応じ
て，クレーン操作信号を出力する機器が必要となる。
音声認識ソフトウェアとジブクレーン用辞書を組み込
んだパソコンと，出力されたキーコードをクレーン操
作信号に変換する I/O コンバータと，無線送信機を

表─ 1　ジブクレーン用音声合図辞書の例
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組み合わせたシステム機器を設計製作した。図─ 2に
ジブクレーン用のシステム構成図を，写真─ 1に実際
に制作したシステム機器の例を示す。
ジブクレーン用システム機器の設計にあたっては，

信号合図者からの一方向の通信だけでなく，将来的に
はクレーン側からの吊り荷重やジブ角度，各モータの
作動状況データなどをフィードバックさせることを想
定して，双方向通信が可能な無線送受信装置を選定し
た。
信号合図者の音声合図を拾うマイクは，高音質で指

向性の強いモノを選定し，信号合図者の発話以外の周
辺騒音を極力拾わないようにした。

5．クレーン実機への適用

音声認識ソフトウェア，ジブクレーン用辞書及びク
レーン操作ソフトウェアの動作を，パソコンの出力信
号で動作するクレーンの模型で検証した後，前章で述
べた制御機器を製作し，実際のクレーンに適用した（写
真─ 2）。
図─ 2に示したように，クレーン側（受信側）には，

無線電波の受信機及び変換ユニットを設置し，受信機
で受信した信号をクレーンの制御電気信号に変換し
て，クレーンを操作する。一方，信号合図者側（送信
側）のシステムは，複数の必要機器が有線でつながれ，
またパソコンやディジタル入出力ユニットを作動させ

るための電源ケーブルが必要となる。信号合図者は荷
取り位置や，荷卸し位置に応じてある程度移動する必
要があるが，これらの機器と共に自由に移動すること
は困難である。従って，今現在では，システム機器を
合図者の近傍に設置し，無線マイクの電波（今回は
Bluetooth）が繋がる範囲内での移動に限定した。
現在は法律上の規制もあり，我々が勝手に無線機器
を改造したり部品を転用したりすることはできない
が，今後の電子機器および無線通信技術の発達に伴っ
て，手軽に身に付けて持ち運べるような小型化が実現
することを期待する。

6．ジブクレーン以外の機器への適用

先にも述べたが，当該システムは無線操作が可能な
機器であれば，ほとんどの機器に適用可能である。ク
レーンの場合には専任のクレーン操作者が不要になる
といったメリットがあったが，他の機器に応用する場
合，人員削減のほかにもいくつかのメリットとデメ
リットが考えられるので，その適用例をいくつか紹介
する。

（1）遠隔操作散水機への適用
今後需要が高まることが予想される，老朽ビル等の
破砕解体工事において，周辺環境への配慮から粉塵の
飛散防止のために散水養生を行っている。一般的な散
水作業には，ハイウォッシャや高圧洗浄機等を使用し
ており，破砕箇所の移動に伴い散水場所も移動する必
要があり，そのために散水専用の作業員を配置してい
るのが現状である。しかし，破砕箇所の近傍での散水
作業は，破砕ガラの飛来や重機との接触など，被災リ
スクの高い作業である。そこで，最近では散水機の放
水銃の向きを，離れた場所からリモコン等で操作し
て，被災リスクを低くした製品も普及し始めている。

写真─ 1　システム機器の例

写真─ 2　実際のジブクレーンへの適用状況図─ 2　ジブクレーン用システム機器構成
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この遠隔操作散水機の散水方向（放水銃の向き）を，
解体用重機のオペレータが自分の発話で直接指示する
ことによって，散水専用の作業員を減らすことが可能
となった。図─ 3に遠隔操作散水機のシステム機器
概要を，実験状況を写真─ 3に示す。
また，クレーンと同様に操作自体はパソコンで制御

できるため，付加価値として，自動首振り機能を追加
した。音声合図「ヨウドウ」を認識すると，その場で
小さく左右に首を振りながら上下方向にも移動し，比
較的広い範囲に散水できる様にした。首振り方向を左
右のみ，上下のみに限定するなど，複数種類の自動首
振り機能も装備した。図─ 4に遠隔操作散水機用の
音声合図の例を示す。
実際のビル解体現場では，当然のことながら大きな

騒音があり，音声認識率が低下してしまった。現場状
況に合わせてマイク感度の調整を行う必要が生じた
り，騒音環境下でも認識されやすい喋り方を修得する
必要が生じたり，新たな課題も見えてきた。

（2）天井クレーンへの適用
工場などの恒久施設で多く使われている天井クレー

ンや橋形クレーンでは，玉掛者が荷を玉掛けした後，
片手でクレーンの操作スイッチを操作しながら，もう
一方の手で荷を介錯するといった場面が多く見受けら
れる。このような場面では，操作スイッチを使わずに

音声合図だけでクレーン操作ができれば，両手で荷の
介錯が行えるので，より安全な作業となる。
天井クレーン用のシステムは，ジブクレーン用を
ベースにして，より簡易なものとした。パソコンおよ
びモニタを小型なものに変更し，I/Oコンバータなど
インターフェース機器と共に一つのボックス内に収め
て，コンパクトにした。また，バックアップバッテリ
を追加して，電源ケーブルを抜き差しするだけで，パ
ソコンの起動と遮断，及び各機器の電源の入切を自動
で行えるようにし，システムの起動時や停止時の面倒
な手順をなくして，ユーザにとってより使い勝手の良
いシステムとした。送信機側システム機器を写真─ 4

に，実際の天井クレーンへの適用状況を写真─ 5に
示す。
送信側機器は天井クレーンの走行範囲の中間付近の
見通しの良い位置に設置し，オペレータは無線マイク
のみを身に付けて音声合図で操作している。オペレー

図─ 3　遠隔操作散水機用のシステム機器概要

図─ 4　遠隔操作散水機用の音声合図例

写真─ 3　遠隔操作散水機の実機実験

写真─ 4　コンパクトな天井クレーン用送信側機器
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タと送信側機器までの距離は，周辺環境やマイク性能
にもよるが，この例では 30 m程度でも確実に操作で
きていることを確認できた。

（3）ホイストへの適用
ALC 工事では重たい部材を，ホイストを用いて建

て起こし，吊り上げて取り付けている。しかし，ホイ
ストの設置階とALCの取り付け階が異なることも多
く，ホイストの操作のために，専用の作業員を配置し
ていることが多い。そこで，ホイスト操作を音声合図
で行えるようにすることで，専用のホイスト操作者を
配置することなく，部材の取り付け者が直接ホイスト
を操作できるようにした。
しかし，ホイストは，『上げ』『下げ』の 2操作しか

なく，かつ吊り上げ距離も短く，作業員もすぐそばで
作業しているため，他のクレーン等に比較してより早
いレスポンスを求められた。音声認識は，話者の発話
を認識すると共に，発音の空白を区切りとして認識し
て，その発話単位で登録された辞書内の語句との照合
を行っている。したがって，時間遅れが必ず生じてし
まう。これが，大きなクレーンや散水機などでは気に
ならないレベルであったが，より早いレスポンスを求
められるホイスト作業にあっては不評で，実機での適
用には至らなかった。

7．おわりに

ICT の発展に伴い，音声認識，音声操作技術も様々
な生活の場面で活用されるようになってきた。しかし
ながら，音声合図で実際の物理的な物が動くことはほ
とんど例を見ない。人間同士の会話でも，聞き取りに
くいことはあり，聞き直すこともあるだろうし，正し
く認識できずに間違った反応をして，指示を出した者
に怒られることもあるであろう。音声合図は 100％正
確に伝わるわけではないため，安全にかかわる行為に
採用するには，必ずリスクを伴う。安全を考慮しすぎ
るあまり，音声合図を認識できなかった時には動作を
止めるなど，フェールセーフを強化しすぎると，実際
には非常に使い勝手の悪いシステムとなってしまい，
実用に耐えられなくなるおそれが出てくる。不安全リ
スクを許容することはできないが，如何にして操作性
を高めていくかが大きな課題となっている。
また，冒頭にも述べたが，「クレーン運転者は合図
者の合図通りにクレーンを操作する」ことを基本に当
該システムの開発をはじめた。音声合図の調査のため
に実際のタワークレーンのオペレータにヒアリングを
行った中で，「オペレータは必ずしも合図者の合図通
りに操作しているわけではない」「（合図者の喋った）
合図を復唱しながら合図と違う操作をやることもあ
る」「（ジブ先端から下を映す）カメラ（映像）がない
と怖くて運転できない」といった声を聴くことができ
た。実際のクレーンでの揚重作業には，オペレータの
技量，知識，思考，判断と合図者との信頼関係によっ
て安全で確実な作業が行われていることを再確認し
た。
音声認識機能を利用したモノの操作や制御には，い
まだリスクが伴うが，同時に応用範囲が急激に広まっ
ているAI 技術等を併用することによって，先に紹介
したようなオペレータの技量や判断を再現し，更に使
い勝手の良い，より安全性を高めたシステムを実現す
ることができると考えている。音声認識技術や音声操
作技術の今後の更なる発展に大いに期待している。
 

写真─ 5　天井クレーンへの適用状況
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力触覚伝達型遠隔操作システムと AI を連携
ロボット自律化に新手法

大 手 山　　亮・廣　木　正　行

近年，生産施設の建設事業においては，建屋や建築設備のみならず生産ラインやその運用方法を考慮し
たトータルな計画・設計施工を手掛けている。顧客と共に生産施設の企画・計画検討を進めていく中で，
多く挙げられる課題が第一に「人手不足」，次いで「技能伝承」である。
そこで 2016 年に課題解決のアプローチとして，現在の生産現場における「労働集約型作業」から「イ
ンターネットを利用した高効率作業＝労働力集約型作業」への変革を目指した検討を開始した。その際に
用いるコアテクノロジーは，力触覚伝達および遠隔操作に関する技術である。
翌 2017 年にはスタートアップ企業との協業により「力触覚伝達型遠隔操作システム」のプロトタイプ
を開発し，技術面での成果項目と課題を洗い出した。2018 年には異業種の協業企業も増やし，産業向け
の汎用ロボットや国際規格に準拠した制御システム等の導入により，生産現場を意識した構成に進歩させ
た。さらに 2019 年 2 月にはAI（人工知能）を連携させることにより，人間の遠隔操作データから産業用
ロボットを精度良く自律動作させることにも成功した。
本稿ではその開発の経緯や成果を紹介する。
キーワード：人工知能，ロボット，IoT，5G，力触覚，スタートアップ，人手不足，技能伝承

1．はじめに

近年，日本国内では全般的に労働者不足が深刻化し
てきている。建設業のみならず一般製造業やサービス
業などでも人手不足の課題があり，誰もがその影響を
身近に感じられる状況となっている。
建設事業の対象は多岐にわたるが，モノづくりをす

る「生産施設」や「工場」を手がけることもある。一
般の建物において建設事業の主体となるのは建屋や建
築設備の計画・設計・施工であるが，「生産施設」に
おいては，製造室内の製造ライン，生産運用の設計を
実施した上で全体プランを作成することや，生産機器
を組み合わせて製造ラインそのものの実装と試運転ま
で手がける「エンジニアリング」が必要となる。
「生産施設」や「工場」建設の初期段階からプロジェ
クトに参画し，エンジニアリングを進めていく過程で
は，建物の使われ方，つまり製品の生産方法までも深
いレベルで顧客と課題を共有することになる。さらに
生産性と効率を高めることを目指した生産施設の建設
プロジェクトを数多く実施することで，自ずと生産施
設共通の「難題」を見出すこともできる。
例えば，医薬品・化粧品・食品という，いわゆる「三

品産業」と呼ばれる業界の顧客からは工場生産にかか

わる「人手不足」や「技能伝承の課題」に関する声を
多く聞く。
一般的に三品産業の生産施設においては，すでに専
用の加工装置や自動搬送装置，自動包装装置や検査設
備などを組み合わせて自動化された生産ラインが多く
の工程に導入されている。
その一方で，単純であるが扱うものが多様であった
り，一定の熟練度（技能）が要求されたりする作業は，
いわば人手に頼らなければならない「労働集約型の単
純作業」として工場内に依然存在し，自動化の対象か
らとり残されているのが現状である。
例えば，原料の計量や品質管理部門などで，多様な
物性の液体を様々な量に小分けする計量作業や，数日
おきに生産する品種が変わるような少量多品種生産ラ
イン，また，製品単価が安く，頻繁に新製品の生産を
行う大量生産ラインなどでは，多くの作業員を集めて
手作業による作業を続けている。しかも，その作業は
清浄度の高い空間で行われている場合や，危険な性状
の物質を扱う工程である場合もある。
工場運営側にとっては，このような単純な工程はで
きるだけ自動化し，作業安全の確保とコストの最適化
を図りたいと考えるのは自然なことである。
一方，自動化が進まない最も大きな要因は「多様な

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ
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作業内容」と「一定の熟練度」に対応する自動化装置
の開発にある。開発にはコスト面だけでなく開発に従
事する人的リソースの面でも大きな負担を生じ，まさ
に「チカラ技」による開発となってしまう。
実際には，単純な工程と言いながらも作業員は自ら

の視覚や触覚などの五感を駆使して複雑な状況を観察
し，判断と決断を繰り返しながら作業を行っている。
また，時間をかけて習熟すれば作業が巧みになり，「技」
と呼べるレベルに到達する。
「労働集約型の単純作業」の自動化を達成するため
には，その「技」をつぶさに観察し，動作プログラム
として言語化してコンピュータに記述することが必要
となる。さらに，その作業に適したハードウェア（セ
ンサーやロボット）の探索も必要である。当然，設計・
製作・試運転まで長期間を要する壮大なプロジェクト
となり，これが「チカラ技」の所以である。
このような背景から，「労働集約型の単純作業」が

工場からなくなることはなかった。
さらに時代は変化し，最近では作業員が集まらな

い，技の伝承にも時間がかけられない，「チカラ技」
もかけられない。実はこれが「難題」の本質である。

2． 「力触覚伝達型遠隔操作システム」のコン
セプト

そこで「多様な作業内容」のみならず，「一定の熟
練度」に対応できる省力化・自動化ソリューションと
して，2016 年に「力触覚伝達型遠隔操作システム」
のコンセプトを考案した。
これは操作側のロボットと遠隔側のロボットがイン

ターネット等を介して動作が連動する構成となってい
る。特徴的な点は，ロボットのハンド部分にモノを掴ん
だり離したりする際の「力加減」を検知するデバイスを
搭載し，人間の感覚に近い遠隔操作を行うことにある。
このシステムが実現すると，作業員は遠隔地から現

場作業に従事することが可能になる。つまり生産現場
に人を集める従来型の「労働集約型作業」から，時間
と場所の概念を超えて労働力のみを集約する「労働力
集約型作業」への転換が実現する。また，双方向伝達
される力触覚を含んだ熟練作業の遠隔操作データを蓄
積して技能伝承にも利活用するだけでなく，AI によ
る学習も期待できる。

3．「人間の五感」とその双方向情報伝達技術

開発したシステムの説明をする前に，ここではコア

テクノロジーの一つである人間の五感とその情報双方
向性について簡単に解説する。
図─ 1に示すように聴覚や視覚の双方向性は，既
に我々の生活の中で利用されており，巨大な産業を形
成している。電話やテレビ会議などがその例である。
また，触覚による一方向性の情報伝達は「ハプティ
クス」技術として確立しており，携帯電話の着信を振
動で人に知らせる，車のハンドルを振動させて運転者
に白線検知を知らせる機能などで，広く一般に利用さ
れている。
触覚情報の「双方向性」という観点になると身近な
利用例は皆無に等しい。例えば，遠隔地における物体
の触覚や力加減を感じながら握る，離すなどの仕事を
行うシステムなどは実産業スケールでは汎用化してい
ない。
これは，触覚の双方向性を実現するための技術的
ハードルが予想以上に高く，汎用のデバイスやインフ
ラでは実現できなかったことが一つの要因として考え
られる。

4． 「力触覚伝達型遠隔操作システム」プロト
タイプの開発

ここからは，「力触覚伝達型遠隔操作システム」の
コンセプト実現に向けて挑戦・開発してきた事例を順
に説明する。

（1）1号機
2017 年 9 月にスタートアップ企業と共に力触覚伝
達型遠隔操作システムのプロトタイプ 1号機となる
「EXOS」（写真─ 1）を完成させた。
これは操作者側（マスタ側）と遠隔側（スレーブ側）
が同期して動作するもので，スタートアップ企業が開
発した外骨格型の力触覚提示デバイス，五本指ハン
ド，ロボットアームの技術を採用している。
また，遠隔地の映像は 360°全天球カメラでリアル
タイムに撮影され，操作者はヘッドマウントディスプ

図─�1　「人間の五感」と，その双方向性情報伝達技術
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レイ（HMD）を介して，状況を確認できる。
ここに，仮想現実（VR）と拡張現実（AR）技術を
活用し「ロボットアームの仮想操作コントローラ」と
「操作者自身の仮想の手」が重ねて投影される（図─2）。
操作者は，「VR空間で，ARで表現された仮想の手

を仮想操作コントローラに重ね合わせる」ことで現実
のロボットを動作させる。これは 2019 年の現在でも
応用可能な操作手法であると考えている。
このプロトタイプ 1号機にてテストを繰り返した結

果，力加減を感じながら遠隔操作ができることや，遠
隔操作した動作データを記録してデータ編集し，動作
の再生が可能であることが実証できた。

（2）2号機
1 号機の完成以後，ロボットや制御機器メーカの協

力も加わり，2018 年 6 月には産業用ロボットと産業
用 PCを利用した力触覚伝達型遠隔操作システムのプ
ロトタイプ 2号機を完成させた（写真─ 2）。
2号機では本技術が生産施設に実装される姿を意識

した。操作側のロボットには小型の人協働ロボット
を，遠隔側には医薬品製造にも適用可能な産業用ロ
ボットを選択した。また，遠隔操作の制御においては
インダストリー 4.0 時代を意識し，国際規格に準拠し
た機能が搭載された産業用 PCなどを採用した。

2号機においても 1号機同様に力加減をリアルタイ
ムに双方向情報伝達し，操作者が遠隔地の物体の固
さ，柔らかさを感じながら正確な操作が可能であるこ
と，および力触覚伝達型遠隔操作データの記録・編集・
再生が可能であることなどを実証することができた。

（3）第 5世代移動通信システム（5G）との連携
2018 年 7 月には先述の 2 号機を用いて，第 5 世代
移動通信システム（5G）を利用した力触覚伝達型遠
隔操作実証実験を実施し，遠隔地の映像・ロボットアー
ムの動作・力触覚の全てのデータを一度に 5Gで通信
する遠隔操作に成功した（図─ 3）。また，同時に力
触覚伝達型遠隔操作データの記録と動作の再生にも成
功した。この結果から本技術は 5G環境においても技
術親和性があり，モバイル通信環境においても遠隔地
からの労働力提供や技能データ蓄積なども期待できる
ことが分かった。

5．AI（人工知能）との連携

（1）タスクの選定
2 号機の成果とシステム構成を元に，2018 年 10 月
より「AI との連携」を開始した。
これは人間が行う力触覚伝達型遠隔操作による操作
データを「教師データ」として蓄積し，AI に学習さ
せることでロボット自身が分身のように自律的に動作
して人間に与えられたタスクを実施できるか検証する
チャレンジである。
ここで，ロボットには「液体の計量」作業をタスク
として与えることとした。勿論その他のタスクを選定
することもできるが，三品産業では現在も多様な液体
を多様な計量パターンで小分けするような作業が労働
集約的に行われている。
また作業に一定の熟練度を要するため，「チカラ技」
によるアプローチとなり，「難題」解決を象徴する動
作であると考えた。

写真─ 1　プロトタイプ 1号機

写真─ 2　プロトタイプ 2号機

図─ 2　ARによる操作画面
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AI（人工知能）にはAI スタートアップ企業の「マ
ルチモーダルAI」技術を採用した。
マルチモーダルAI では，映像・触覚・電流値・重

さなど，データ形式の異なる複数の情報を時系列に揃
えることで，一つのデータ（マルチモーダルデータ）
と見做す。
今回のAI 連携では，人間が力触覚伝達型遠隔操作

で行う一連の「液体の計量」動作をマルチモーダルデー
タとして連続的に取得する。これを教師データとして
マルチモーダルAI で一括ディープラーニングして学
習モデルを作成することを計画した。
液体の計量に用いた液体は，水のほか，粘度の異な

る 2種類のグリセリンの合計 3種類である。また，計
量動作は 500 ml のメディウム瓶（写真─ 3）から 500 
ml のビーカへ液体を注ぐ方法とした。
なお，グリセリンを選択した理由には，その粘度の

高さの他に，粘度が温度によって変化しやすい性質が
挙げられる。つまり粘度が常に一定とは限らない液体
に対してもAI が自律的に，精度よく計量できるかど
うかも検証することとした。

（2）教師データの作成
教師データ蓄積作業は，実際にロボットに行わせる

計量動作と同じ，図─ 4のような動作シーケンスに
基づき実施した。
マルチモーダルAI に学習させる教師データは 2つ
のアクションから取得することとした。
1つは，図─ 4における動作③である。これはAI
に自ら計量しようとしている「液体の性状」を認知さ
せるために取り入れたステップである。
産業用ロボットがメディウム瓶を掴み，カメラの前
に差し出して一定振幅で一定時間左右に振る。この振
とう動作は予めプログラムされており全ての計量動作
で一定である。
この振とう動作によってメディウム瓶の中の液体が
揺れ，液面に波が起こる。この波の状況が粘度や液量
によって異なる様子をAI が特徴として捉えることを
期待した（図─ 5）。
もう 1 つは，図─ 4における動作⑤で，人間が遠
隔操作でロボットに液体の注ぎ方を教えるものである
（写真─ 4）。
遠隔操作にあたっては，人間には目標計量値を課さ
ない手法を採用した。
例えば，人間が 100 g，200 g といった予め決まっ
た計量値にぴったり合わせる動作を行うのではなく，
逆に作為なく計量動作を行う。その計量値が 287.4 g

図─ 3　5Gによる遠隔操作実験概要図

図─ 4　AI 自律計量動作シーケンス写真─ 3　メディウム瓶
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であった場合，教師データには「初めからその動作が
287.4 g を期した完璧な動作であった」として後出し
記録するのである。
これを繰り返すことで，「完璧な教師データ」を短

時間で作成することができる。
教師データに含まれるデータの種類を表─1に示す。

（3）AIによる自律計量の結果
2019 年 2 月に，3種類の液体を用いた合計約 100 パ
ターン程度の教師データを取得し，1回目のディープ
ラーニングを実施した。
ここで生成された学習モデルに計量値のみ指示して
力触覚伝達型遠隔操作システムに自律計量動作を行わ
せた。この時メディウム瓶の中にある液体の種類，量，
粘度や比重などの情報は与えなかった。
この結果，人間が実施する遠隔操作に近い「独特の
動き」を見せながら，平均計量誤差約± 5％以内の精
度でAI 自律計量に成功した（写真─ 5）。

AI 自律計量の様子を観察すると水，グリセリン共
にその粘度，メディウム瓶に入っている液の残量など
の状況に応じて，巧みな動作を生成している様子が伺
えた。
さらに，人間の遠隔操作で無意識に行っていた「メ
ディウム瓶の口に残る雫を 1滴落とす動作」や「粘り
の強い液体の液切り動作」などのテクニックも高い頻
度で再現しており，人間らしい「熟練技能の再現」が
確認できた。

（4）AI自身による自律計量の精度向上
このシステムの優れている点は，「AI 自律動作した
結果」も教師データとして再利用が可能であるという
ところにある。
人間の教師データ作成にあたり計量値を「後出し」
したように，例えばAI に 300 g の自律計量動作をさ
せ，300.12 g を計量したケースにおいても「この動作
は 300.12 g の計量動作であった」と常に完璧な動作の

図─ 5　メディウム瓶の振とう動作

表─ 1　取得した教師データの種類

写真─ 4　遠隔操作による滴下動作の教師データ取得

写真─ 5　AI による自律計量動作
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教師データとして後出しで記録してしまうのである。
このように，AI は自律動作を繰り返せば繰り返す

ほど完全な教師データを多く蓄積することができ，
ディープラーニングを繰り返して，「個人練習する」
ように精度が向上していく。
自律計量において追加したい動作があれば，人間の
遠隔操作による教師データの追加も可能であり，また不
完全と思える動作データは削除することも可能である。
このようなAI 自律計量動作を繰り返し，教師デー

タの再取得と良質な教師データの選別により，2019
年 4 月の時点で平均計量誤差は± 0.2％以内まで向
上，人間による液体計量精度を上回るまでに成長した。
2019 年 5 月 15，16 日に大阪で開催された展示会「第

1 回夢洲次世代まちづくり EXPO」において，この
AI 自律計量ロボットと展示会来場者で液体計量精度
を競うトライアルを実施したところ，ロボットの圧勝
となった（図─ 6）。

（5）バリエーション
AI自律計量に成功した結果を受け，さらに次のよう

な教師データを追加してディープラーニングを行った。
・ 内部の液体が見えない背の高いステンレス製の容
器に注ぐ。
・内部の液体が見えない背の低い「お椀」に注ぐ。
・ 内部の液体が見えないようにアルミで覆ったメ
ディウム瓶で注ぐ。
上記に共通するチャレンジはAI に対する「視覚情

報」の遮断と，画像認識技術をアドオンせずに容器の

高さを認識できるか，というものである。
これらについて人間が遠隔操作を行って 3種類の液
体合計 30 パターン程度取得し，ディープラーニング
を行った。
その結果，瓶や容器の中身が見えない状態でも容器
の注ぎ口高さに応じてメディウム瓶の高さを自律的に
調節しながら，平均計量誤差が± 0.5％以内を達成す
るというAI 自律計量動作に成功した。
さらに，教師データを一切与えていない液体や物質
の計量にもチャレンジした。驚くべきことに，今まで
経験したことのない液体や物質に対しても高い頻度で
AI 自律計量動作を生成し，場合によっては実用的な
レベルを満たす高い計量精度を叩き出すものもあっ
た。
これはマルチモーダルAI で生成した学習モデル
が，未学習の物質に対しても計量できるポテンシャル
があり，AI 自律計量データのみで計量精度の向上が
期待できる，まさに「少ない工数」で「一定の熟練度」
かつ「多様な作業内容」が実施できる可能性を感じさ
せるものである。

6．考察

何がここまで良好な計量精度を生み出しているので
あろうか。現在でも解明できていない部分が多い状況
ではあるが考察してみようと思う。
一つには，動作そのものはシンプルと言える「液体
を注ぐ」という計量動作のタスクに対し，非常に多様
でボリュームのあるデータが取得できたことにある。
単純に見えるタスクであっても，人間は視覚的・触
覚的に液面変化と重量変化を繊細に捉えている。具体
的には，人間は無意識に，メディウム瓶の注ぎ口と注
がれようとする液体の位置関係，容器へ滴り落ちる液
体の様子，注ぎ口に残った一滴のしずくの量感などを
視覚的に捉える。また，指先，腕，体幹の動きによっ
てボトル内容物の量や粘性，重心の位置がどのように
推移するか，場合によっては聴覚も駆使して状態検知
する。これらのセンシングデータを駆使して「少し先
の未来」を予測しながら液体を注いでいるのである。
また，AI の視界情報を遮断する試みからは，AI が
視覚以外の感覚を研ぎ澄ませ，力触覚やロボットアー
ムの軸トルクなどのセンシングデータから精度の高い
計量動作を生成していることが推察される。
これまで知られていたロボット制御手法では，「人
間らしい」タスクを実行することは容易ではなかっ
た。それはタスクに伴う感覚面を人間やコンピュータ

図─ 6　人間とAI ロボが液体の計量精度を競う
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の言語で理解し，記述することが必要であったことに
他ならない。
今回，適用した「マルチモーダルAI」技術は近年

研究が進んでいる，人によって感じ方の違う情報を等
価に扱うディープラーニングが可能なAI 技術であ
る。「液体を注ぐ」計量動作に伴う多様な感覚＝セン
シングデータをそのまま一括で扱うことが，ロボット
らしくない，人間のような動作による高精度の計量動
作の生成を可能にしているのであろう。
さらに，人間の技能を超えた精度が実現できること

が分かったことは大きな驚きである。ロボットはタス
クを教えた人間よりも匠に育ってしまうのである。人
間の「匠の技」をロボットにコピーし，その技量の範
囲内で動作させようとする思い込みが覆されるもので
ある。
いずれにせよ，力触覚伝達型遠隔操作システムにお

いては機械の方が人間の能力よりも優れている部分を
有効に活用していく姿勢，つまり「人間の良いところ」
と「機械の良いところ」を共存させたコンセプトに高
精度の謎を解き明かす手がかりがあると考えている。

7．将来展望

「遠隔操作」とは「操り人形」のようでもあり，操
る糸が切れる＝データ伝達手段が途切れれば原則的に
は遠隔操作は行えない。しかし今回のように遠隔操作
のデータを蓄積してマルチモーダルAI でディープ
ラーニングすると，操られる人形側が自律し，手取り
足取りせずとも意図した動作をできるようになる。学
習モデルは人間から動作を学んだ「脳」のようであり，
時としてその能力は人間をも超える。
将来的には IoT，5G 技術を利用することで様々な

人間の遠隔操作データを効率よく収集し，マルチモー
ダルAI でディープラーニングして学習モデルを生成
し，省力化・自動化を求める生産現場に配信すること
によって人間とロボットをつなぐ糸を取り払い，あら
ゆる現場の生産性の向上に貢献できることを期待した
い。
例えば，クリーンルームや危険地域における遠隔作

業においても適用が期待できる。
クリーンルームの例では，人間自身がクリーンルー

ムにおける最大の汚染源と言われている。できるだけ
少人数の入場者とし，塵埃の出にくいクリーン作業着
を着用し，防護マスクやゴーグルを着用するなど更衣
にも大きな負荷がかかるため決して快適な作業環境と
は言えない。

この技術を応用して一般居室から作業者がクリーン
ルーム内の作業を遠隔操作できれば，クリーンルーム
への入場人数を減らして人員由来の汚染が抑えられる
うえ，更衣や空調にかかるコストも低減できる可能性
がある。
今後，労働集約型作業と共に特殊な作業空間におい
ても実証実験を進めていく予定である。

8．おわりに

世界規模で技術革新や産業構造の変化が起こってい
る。
感覚の双方向性を伴って人間の動作をダイレクトに
ロボットに転写し，場所・文化・タイムゾーンを超え
た身体の拡張を目指すという遠隔操作の概念は「アバ
ター（分身）技術」とも言われ，急速に技術開発が活
発化している。
興味深いことに，この技術開発に挑戦する企業の業
種や規模は様々である。まさに旧来の産業構造にとら
われない技術的チャレンジの一つとも言える。
本稿で紹介した事例では，建設業からは縁遠い存在
と考えられていたスタートアップ企業や異業種企業と
の協業に取り組んでおり，その結果として従来の建設
技術の文脈とはひと味違う，思い切った技術コンセプ
トを実証することができた。
尚プロトタイプ 1 号機「EXOS」は exiii ㈱，プロ
トタイプ 2号機は㈱デンソーウエーブとベッコフオー
トメーション㈱，5Gとの連携はソフトバンク㈱，AI
との連携は㈱エクサウィザーズとの協業により実現し
た。
筆者らは，人間の動きを学習してロボットが自律動
作する技術がもたらす人間の働き方の未来に想いをは
せるとともに，建設業においてもこの技術が広く活用
されていくことを期待している。
 

廣木　正行（ひろき　まさゆき）
大成建設㈱
エンジニアリング本部
エンジニアリングソリューション部
自動化ソリューション室　
シニアエンジニア

［筆者紹介］
大手山　亮（おおてやま　りょう）
大成建設㈱
エンジニアリング本部
エンジニアリングソリューション部
自動化ソリューション室　
シニアエンジニア
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山岳トンネル切羽評価 AI システムによる生産性向上

畑　　　浩　二・中　岡　健　一

日本列島は急峻な地形形状とともに非常に複雑な地質構造を成している。そのため，種々の建設工事で
は，断層破砕帯や突発湧水などの極めて施工が難しい事態に遭遇することが少なくない。山岳トンネル工
事を安全安心に推進すると共に，工期・工費を遵守する観点からは施工最前線の岩盤掘削面（切羽）を良
く観察し，地質性状を読み解くことが求められる。しかし，地質専門家や数多くの観察を経験した技術者
が従事しているわけではなく，実状を踏まえた適切な観察評価が全ての現場で実施できるとは限らない。
そこで，昨今注目度の高いAI を活用し，観察評価を手助けできる技術の構築を行い，現場の生産性向上
に寄与した。
キーワード：人工知能，AI，ディープラーニング，ニューラルネットワーク，切羽，岩盤

1．はじめに

近年，人工知能（以下，AI）は種々な分野で活用
の研究がされている。例えば，車の自動運転，医療分
野における病巣の発見支援や新薬開発，ロボット制
御，株式売買など枚挙にいとまがない。建設分野では，
1980 年代後半から 1990 年前半にかけて，AI が注目
され基礎から実用化まで試行された。著者ら 1）は，
山岳トンネルの支保選定支援にAI 的技術を試行し，
ルールベースプログラミングを主としたエキスパート
システムを構築した経緯がある。この時期はAI の第
2世代と称されニューラルネットワークやファジー理
論に注目が集まったが，コンピュータのハードやソフ
トが貧弱であったため試行段階の域を抜けていなかっ
た。一方，現在は第 3世代と称され，特にハードの目
覚ましい進歩に伴いビッグデータ解析が可能になった
事から，深層学習（以下，ディープラーニング）に注
目が集まるとともに成果が上がりつつある。
本報告では，AI 技術の一つであるディープラーニ

ングを山岳トンネルの切羽観察評価に利用する取組み
を示し，その適用性や課題について述べる 2），3）。

2．山岳トンネルにおける切羽評価の必要性

山岳トンネルでは，計画段階において地表踏査や物
理探査により計画路線の地質構造や施工に際しての問
題点や課題を抽出する。しかし，多くの場合，トンネ

ルは地下深くに建設されることから地表踏査で得られ
た地層が出現するとは限らない。また，物理探査では
技術の限界もあり，同様に正確な地質構造を把握する
ことは困難とされている。したがって，多くの土木構
造物とは異なり，施工中に得られる情報をその都度評
価しながら当初設計を必要に応じて修正し対応するこ
とになる。いわゆる，情報化施工を積極的に推進する
工種となる。
掘削最前線を「切羽（きりは）」と称する。掘削直
後は，地山の素顔が出現するため重要な情報を得るこ
とができる。例えば，地質学的特性として岩種や生成
年代，物理・力学的特性として岩質の硬軟，脆さ程度，
割目の頻度や卓越方向などである。観察後，地山の自
立性が不足する場合には吹付けコンクリートが施工さ
れたりするため，短時間で切羽観察や評価を行わなけ
ればならない。施工のスピードアップが要求される現
在，従来から重要視されてきた直接切羽を観察する時
間が削られている状況にある。そのため，デジタルカ
メラによる撮影画像を基に切羽評価することが通常行
われており，平面的かつ間接的な判断となり切羽の適
切な判断を低下させている遠因があるものと考えられ
る。
切羽評価する場合，発注者による多少の違いはある

ものの図─ 1に示すような強度，風化変質，割目の頻
度や状態，湧水状況，湧水による劣化状況などを数値
判断し定量評価することが一般的に行われている。こ
れに，必要に応じて地質構造の詳細情報やスケッチを

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ
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基に特徴を付加することもある。当初設計の妥当性や
不整合を明確にするためには，この切羽観察記録作成
が必要不可欠であり，これに基づき発注者と受注者が
協議し必要に応じて支保規模を修正することになる。
このような観点から，切羽を特徴づける上記した強度
以下の項目を適切に判定しなければならない。

3．AIの活用

AI は人間の有する知覚や知性を人工的に再現する
ことと考えられているが，明確な定義があるわけでは
ない。一方，人間が自然に行っている学習能力と同等
あるいはそれ以上の機能をコンピュータで実現しよう
とする技術や方法が機械学習（以下，マシンラーニン
グ）である。また，マシンラーニングを実現するため
多くの方法が考えられているが，その一つに最近特に
注目を集めているディープラーニングがある。以下詳
述するニューラルネットワークは，ディープラーニン
グを実行するための一手法であり，アルゴリズムもし
くは解析モデルに該当する。

（1）ニューラルネットワーク
本技術では，切羽画像を解析することで特徴を抽出
し分類している事から，画像分析の視点からニューラ
ルネットワークを概説する。一般的なニューラルネッ
トワークの構成を図─ 2に示す。まず，入力画像に
対し，特徴抽出フェーズと分類フェーズを通過するこ
とで結果の出力を行う。特徴抽出フェーズは，鮮鋭化
フィルターやノイズ処理フィルター等を介して RGB
変化を基にした画像の局所的な特徴を捉える畳込み層
と，得られた局所特徴量を基に平均値や最大値を取っ
て画像のサイズ圧縮（画像を数ピクセル領域に低減）
を行うプーリング層からなる。つまり，畳込み層では，

図─ 1　山岳トンネルにおける切羽観察の一例

図─ 2　ニューラルネットワークの基本構造
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あるピクセル領域内の特定ピクセルにしかなかった確
定情報が，特徴を表す分析情報に変換されることにな
る。その結果，例えば入力画像が少し平行移動した場
合でも特徴を表す同種の画像であると認識され，いわ
ゆるロバスト性が高い学習データを得ることが可能に
なる。次いで，分類フェーズでは，全結合層により前
フェーズで出力された結果の数（ニューロン）だけデー
タが与えられ，これらを重ね合わせることで認識精度
を高める働きをしている。初期のニューラルネット
ワークでは，この畳込み層とプーリング層が 1層もし
くは少なかったが，近年ではより多くの層から成り，
より複雑な情報処理を行っている。

（2）マシンラーニングの手法
マシンラーニングにおいて学習データを構築するに

は，図─ 3に示すように判定や分類の基となる訓練
データの有無によって大別できる。例えば，機械の故
障診断のように過去の計測データを基に判断させる場
合は教師あり学習と称する。方法としては分類や回帰
式を利用することになり，具体的には決定木，サポー
トベクターマシン（SVM），線形／非線形回帰式や上
記のニューラルネットワークを多層構造にしたディー
プニューラルネットワークを利用する。一方，人類は
100 mを何秒で走破できるかという問題には，過去の
記録は参考にはなるものの，未知なる情報や知識を創
出することになり，教師となるデータは無い。この場
合，クラスタリングと称する多変量解析やクラスター
分析手法などを利用する。

4．切羽評価 AIシステムの構築と的中率

（1）使用アルゴリズム
本システム開発では，トロント大学で開発された多

層型ニューラルネットワークAlexNet4）を使用した。
このアルゴリズムは，2012 年の ILSVRC（International 
Large Scale Visual Recognition Challenge）コンペ
ティションにおいて，識別エラー率で二位チームを大
きく引き離し優勝したことから，その後世にディープ
ラーニングブームを起こした先駆的な存在である。 
図─ 4にAlexNetの層構造を示す。今回の適用では，
第 3と第 4層のプーリング処理を省いている。また，
全結合では 4096 ニューロンが 2層と，1000 ニューロ
ンが 1層で構成している。以下に，その特長を示す。
・ 特徴抽出フェーズ 5層および分類フェーズ 3層か
ら構成される。
・ 層構造が少ないため GPUを使用しなくても演算

時間が少なく済む。
・ 画像から物体そのものを認識するための特徴量の
みならず，他の物体と識別する特徴量を抽出でき
る。
・ 画像データベース ImageNet を用いて，学習用
120 万画像，テスト用 15 万画像および検証用 5
万画像を基に構築されたモデルである。
ニューラルネットワーク開発の速度は非常に速く，
多層でより複雑なアルゴリズムとなる傾向が強い。し
かし，AlexNet は非常に少ない層で構成されているこ
とから，少ない演算時間で試行錯誤を繰り返すことが
できる利点がある。また，既に ImageNet を用いて鍛
え上げられているため，少ない教師データから学習
データを構築する場合は有効である。

（2）学習データの構築
本問題では，過去の施工で積み重ねてきた切羽観察
記録を判定や分類の一助として活用するため，教師あ
り学習として基本データを構築した。以下に手順を示
す。
当社が過去施工した相当数のトンネルの内 6件を選

図─ 3　機械学習における手法の分類

図─ 4　AlexNet の層構造
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定し，AlexNet の学習データとして利用可能な 70 ヶ
所の切羽観察記録を使用した。データ選定に関して
は，切羽画像が鮮明なデジタル画像として残っている
事，地山を判定する①強度，②風化変質，③割目間隔，
④割目状態，⑤走向傾斜，⑥湧水量，⑦劣化度合の 7
項目が明確に表されている事を基準とした。これらの
データを学習構築用：テスト用に 7：3 の比率で無作
為抽出し使用した。岩種は，砂岩，粘板岩，泥岩，頁
岩，花崗岩，流紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩と多種にわ
たり，地山等級はDⅢ～ CⅠまでを網羅している。具
体的には，図─ 1に示す切羽観察記録で，岩盤評価
を示す左欄評価項目（強度等）と切羽画像に着目する
ことになる。なお，AlexNet の使用条件から，切羽画
像を 227 × 227 ピクセルに細分化し，特徴抽出フェー
ズで処理した後，それぞれの画像と評価値を分類
フェーズで紐づけする。このような手順で構築した学
習データを基盤とし，未知画像を入力すると画像の特
徴が解析され，それに合致する項目評価が出力される
という流れになる。

（3）AlexNetによる画像処理
9 種類のトンネル切羽画像をシステムに入力する

と，各畳込み層で画像処理が行われる。通常は，入力
227 × 227 ピクセル画像は順次処理の過程で縮小化さ
れるが，便宜上それらを合成して元画像との比較で示
したものが図─ 5である。
層が進めば進むほど，切羽画像は抽象化が進むよう

で，最終の 5層まで進むともはや切羽とは認識しえな
い画像となる。ディープラーニングでは，このような

人間が認識するのが困難な出力を与えるのが特徴であ
る。

（4）的中率
分類フェーズで設定した画像の特徴と評価区分の関
連づけを検証する。学習データ構築用に使用した残り
の 30％のテスト用データとして 227 × 227 に分割した
画像総数は約 1000 枚である。一例として，風化変質
における実質評価と予測評価を対比した結果を表─ 1

に示す。風化変質は，概ね新鮮，割目に沿って風化変
質，岩芯まで風化変質および土砂状風化未固結土砂の
4つのカテゴリーに分類される。表中，縦欄に切羽観
察記録に記載された評価区分を，横欄に予測した評価
区分を示し，該当する画像数の累積を示した。すなわ
ち，対角に並んだ網掛けの箇所が予測した評価と実質
評価が合致したことになり的中と判断できる。この場
合，的中率は 73％となった。全 7項目における的中
率は以下のようになった。
圧縮強度（6分類）：96％
風化変質（4分類）：73％
割目間隔（5分類）：73％
割目状態（5分類）：83％
走向傾斜（5分類）：81％
湧水量　（4分類）：88％
湧水による劣化度合（4分類）：97％
今回構築した学習データを用いると，切羽画像を入
力するだけで 73％以上の的中率で地山特性を出力で
きる結果となった。4～6分類と比較的多数の分類で，
これほど高い的中が得られるとは当初予想していな

図─ 5　入力画像と畳込み層 1～ 5で画像処理した後の出力画像
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かった。現場での未経験者や知識の乏しい技術者への
地山判定支援ツールとしては実用に十分耐えうると考
えられる。
今回開発した切羽評価AI システムは，切羽画像を

入力すると図─ 6にように細分化し評価点を出力す
る。したがって，局所的に不安定となる箇所や脆弱な
箇所を指示することにも使え，修正設計のみならず対
策工選定にも役立てることが可能と考える。

5． おわりに

トンネルの切羽評価にAI 技術の一つであるディー
プラーニングを利用すべく試行的研究を行ってきた。
適用したAlexNet は，今となっては古典的なアルゴ
リズムであるが，高い的中率が得られたことから潜在
能力の高さがわかった。また，当社過去の切羽観察デー
タを用いているが，岩盤力学と地質の専門家による
データの見直しと再構成が功を奏したとも考えられ

る。今後は現場で実適用を続けながら，教師データの
拡充と学習データの更新に努め，的中率の向上を図っ
ていく予定である。
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表─ 1　風化変質における実質評価と予測評価の適合性

    予測した評価

  評価区分 概ね新鮮
割目沿いの
風化変質　

岩芯まで
風化変質

土砂状風化，
未固結土砂

実
質
評
価

概ね新鮮 175 75 12 1
割目沿いの風化変質 73 449 49 1
岩芯まで風化変質 9 46 126 5
土砂状風化，未固結土砂 0 3 6 5

図─ 6　ヒートマップ（細分化）表示の一例
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複合現実技術を用いた建設業の生産性向上
「Holostruction」開発による施工検査の効率化と事業トレーサビリティ向上

青　木　　　悠

昨今，耐震偽装問題を代表する建設業の透明性への不安，建設業の担い手不足，長時間労働など建設業
の働き方には課題が多く，存在する。その課題に対し，複合現実技術を活用する。
2016 年から仮想現実（VR）を用いた産業ソリューションの開発が加速度的に進んでいる。複合現実技
術（ミックスドリアリティー）は，VRに類する技術の中で建設業に最も適していると考える。本稿では
システム「Holostruction」（以下「本システム」という）開発の経緯，機能，実証実験の結果について紹
介する。
キーワード： 協議時間短縮，仮想現実（VR），BIM・CIMの活用，生産性向上，建設業界のイメージアップ

1． はじめに 人材不足解決のカギが ITにあ
ると確信

日本では急速な少子高齢化・人口減少が進み，生産
年齢人口も毎年減少，建設現場においても担い手不足
が深刻な問題となっている。また，建設業では 3K（き
つい，汚い，危険）というイメージが定着しており，
新規入職者にとって魅力的な産業になることが喫緊の
課題となっている。国土交通省では「i-Construction」
を積極的に推進し，建設業の生産性向上とイメージ
アップを図っている。建設業界は他の業界に比べ，
IoT や AI といった先進技術の導入が遅れている。そ
のような先端技術を駆使することで，施工管理を行う
人の長時間労働を解決，魅力ある職場にしようと考
え，マイクロソフト社の「HoloLens（ホロレンズ）（写
真─ 1）」（以下「本装置」という）を活用している。
2016 年 7 月に本システムのプロジェクトのきっかけ

となる，米マイクロソフトが開催した企業向けイベン
トに参加し本装置に出会う。
本装置はWindows10 を搭載した世界初のホログラ
フィックコンピューターであり，現実の世界に仮想世
界（バーチャルリアリティー）を重ねることで，複合
現実（MR：ミックスドリアリティー）を作り出すこ
とができる。任意の 3次元データをその場に映し出せ
るこの技術を建設現場に応用すれば，場所を問わず事
前に完成後の構造物を確認できる。
本装置を活用することで「現場の働き方が変わる」
と確信し，イベント会場の場で担当者に本装置を活用
したいと話を持ち掛けたことがスタートになった。

2．MR技術とは？

本システムの説明に先立ち複合現実技術（MR）に
ついて説明する。
2016 年は VR元年と呼ばれ，仮想現実技術（VR：
Virtual Reality）や拡張現実技術（AR：Augmented 
Reality）による様々なソリューションが誕生した。
本技術で用いる複合現実技術は現実世界と仮想現実
の丁度中間に位置する技術と言える（図─ 1）。
なお，仮想現実技術（VR）については背景を含む
全ての空間を仮想世界として表現する技術である為，
現実世界の視界は完全に遮断され，自由な移動などが
制限される。
また，拡張現実技術（AR）については補助的な情
報提供用途として主に利用されている。

特集＞＞＞　IoT，AI，ビッグデータ

写真─ 1　本装置
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これに対し複合現実技術（MR）は，現実世界に 3次
元モデルを融合しながら表示する技術である（表─ 1）。
本装置は常にデバイス上のレーザースキャナとカメ

ラにより投影する場所の空間認識を行う為，レンズ装
着者は投影された 3次元オブジェクトがあたかもその
場所に存在するものとして立体的に認識することがで
き，自ら投影空間を自由に移動しながら様々な角度や
縮尺により投影物を現実に近い形で目視することがで
きる（写真─ 2）。

また，複合現実技術（MR）では現実世界が実際に
見える状態である為，複数のレンズ装着者と同時に同
一の投影物を確認でき，机などの障害物や他の利用者
などと衝突する事無く投影空間内を自由に移動できる
点が大きな特徴である。

3．アプリケーションの開発について

（1）実用化は 2019年冬予定
国内で，本装置を使ったソリューションの発表は日

本航空㈱に続き 2例目となり建設業としては初の技術
となるため，2017 年 4 月の発表時は大きな反響があっ
た。本システム（写真─ 3）は，現実の空間に 3次元
データを映すMRを使った建設業向けの情報共有シ
ステムであり，3次元映像を意味する“ホログラム”
と建設を意味する“コンストラクション”を組み合わ
せた造語である。
システムの開発は，システムメーカのエンジニアと
直接やりとりを行った。通訳を介してのやりとりは技
術的な要望を伝えることに苦労があった。また，その
開発スピードと並んで進めていくことは大きな挑戦で
もあった。開発 3カ月でプロトタイプを作り，その後
は現場への導入を目指し，システムも改良や機能追加
を行っている（写真─ 4）。

現在は開発スタートから約 2年が経ち，今冬の実用
化を目指している。

（2）当システムの機能
（a）リモートコミュニケーション機能
遠隔地（ネットワーク回線を利用）を含む，複数の
利用者が本装置を用いて建造物の 3次元データ（CIM/
BIMデータ）や関連情報を会議室などの空間に投影
し，ディスカッションを行うことができる。遠隔地の
参加者は空間上にアバターとして表示されるため，現

表─ 1　VR・MR・AR技術比較

技術 技術概要
仮想現実（VR） 背景を含む仮想世界内に人が入る
複合現実（MR） 現実世界に仮想世界の情報を融合する
拡張現実（AR） 現実世界に仮想世界の情報を重ね合わせる

図─ 1　複合現実技術イメージ 写真─ 3　本システムイメージ画像

写真─ 2　1/100 スケ─ルの確認イメージ

写真─ 4　�本システムにて 3次元モデルと各種資料を同時に確認している
様子
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実に近いコミュニケーションが可能。
（b）タイムスライダー機能
工程表の時間軸を左右に現在・過去・未来の時間軸

を自由に行き来することができ，確認したい工程段階
の状態を 3次元モデル上で容易に確認することができ
る。
（c）ドキュメント機能
協議や検査に必要なデータや文書もシステム内に格

納し，一元管理ができる。3次元モデルを投影しつつ，
工程段階に応じた必要書類を投影空間上に 3次元デー
タと共に表示できる。3次元モデルや工程表に紐づい
た検査データなどを同一空間に可視化することで，広
いスペースを使用した確認や協議が行える。

本システムの普及により，設計や計画段階で，リア
ルに施工計画を立案することができ，現場の施工方法
や問題点などを関係者が集中的に協議，検討すること
ができるようになるため，設計変更による手戻りのリ
スク等を抑えることができる（写真─ 5）。
また，全ての関係者が会議室や現場へ行くことな

く，オンラインでこれら協議を行える事により時間効
率を高め生産性を向上させることが期待できる。

3 次元データを使用した打ち合わせを行う事によ
り，経験の浅い労働者や言葉の壁が存在する外国人労
働者などが，ベテラン労働者の持つ経験や専門知識を
持たずに工事全体の流れや自身の作業工程の内容を直
感的に理解することが可能となる。
さらに，作業工程で生じる危険個所を予めシミュ
レーションし把握することもできる。
重機や人員配置などを 3次元モデル上に実際に配置
し 1：1 スケールにて確認できるほか，人が行きにく
い危険個所などの状況をリモートで確認できるように
なる。
3次元データと検査書類を統合することにより，段
階検査での必要データを容易に検索，確認することが
できる。

4． 本システムによる実工事での協議実施事
例と発注者の評価

〈発注者の評価は上々〉
これまでの協議においては，2D図面の作成だけで
なく，実際の施工イメージがわかるように補足図など
多くの資料を作成する必要があった。また，工事場所
によっては現地確認も必要になり，協議開催までの時
間がかかっていた。協議開催が遅れる事は，その後の
施工管理全体に影響がでる事もある。
こういった背景を踏まえ，2つの事例において，本
システム活用による協議を実施した。一つは排水管取
り付け工事に関する協議（図─ 2）である。まずは施
工前状態と設計資料を表示して，施工場所を確認後，
設計書に示された施工計画を表示。その場所は既設埋
設管があり，計画通りの施工ができない為，変更案 1，
変更案 2を作成して，それを以て発注者との施工案を写真─ 5　会議室にて遠隔地にいる参加者と協議を行っている様子

図─ 2　排水管取り付け工事に関する協議

図─ 3　盛土U字溝工事の 2次製品採用協議
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合意した。
また，盛土U字溝工事の 2次製品の採用に関する

協議（図─ 3）を行った。施工において，工事短縮及
び性能確保の為に，桝とU字溝の 2次製品の採用を
提案した。その場合の施工前と施工後を 3Dイメージ
で確認し，さらに施工後については，1：1 で表示す
る事で，協議の合意を図った。

5．発注者評価及びコメント

2D 図面だけだとなかなかわかりづらいが，3D イ
メージで見るとわかりやすい。図面を見てから 3Dイ
メージを見るとさらにわかりやすく，協議の目的は十
分に達成できる。今後 ICT化が進み，図面の 3Dデー
タ化が進めば，会議時間や移動時間の削減など，作業
効率化も図れる上に，施工の品質も上がると思う（図
─ 4）。

6．今後について

〈建設業界全体に展開し，貢献する〉
このように「Holostruction」を進めていくことで，
建設業界における透明性，安全性，生産性を高めるこ
とにつながり，建設業が抱えるさまざまな問題を解決
することができる。
この活動を通じて，建設業界全体でデジタル技術に
よる変革（デジタルトランスフォーメーション）が加
速し，政府の進める i-Construction の実現を後押しで
きるものと考えている。
建設業の課題が一つ一つ解決されていき， 建設現場
に従事する人，一人一人の意識や働き方に変化がもた
らされ，業界全体のイメージが向上し，若い人材にとっ
ても魅力のある業界になることを目指している。
 

［筆者紹介］
青木　悠（あおき　ゆう）
小柳建設㈱

図─ 4　発注者の評価
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1．はじめに

1950 年代の米海軍艦内の戦闘指揮所CIC では，刻々
と変化する対空戦況をクリアボード（写真─ 1）に表
示していた。機械化施工を指揮していた若い頃，重機
群のマヌーバ（機動）をプロティングボードに自動表
示するのを夢見ていたが後年，GPS の登場によって
それは実現された。

古代から技術は軍事が先導してきたが，後年，軍事
技術の対義語として Civil Engineering が生まれた。
近年，ビジネス界ではデジタルトランスフォーメー
ション（DX）によって，政府においては Society5.0（超
スマート社会）を標語にデジタル革命が推進されてい
る。土木分野では ICT を活用した情報化施工が
i-Construction へと深化して，デジタル化を加速させ
て社会実装を進めている。情報化施工を推進させてい
る技術は，GPS，DTM，3D-CAD，インターネット，
クラウド，Wi-Fi（スペクトラム拡散），データリンク，
ミリ波，ドローン，AI 等の要素技術を活用しているが，

岡　本　直　樹

情報化施工に使われている ICTの要素技術は，軍用で開発されたものが多く，軍用 ICT技術は C4I（C 
Quadruple I）に結実している。そこで ICT施工の未来を探るために，軍用 ICT技術の分野と技術を覗
いてみる。そして，C4I 誕生の経緯と具体的な適用事例としてF35 戦闘機を詳述解説する。また，10 式戦
車や海軍艦艇のC4I についても触れ，最後に米海軍の無人水上艦の配備計画等を付記した。
キーワード：C4I，C3，RMA，JTIDS，CIC，CEC，センサ融合，ICT，i-Construction，情報化施工

C4I にみる ICT 施工の未来

DARPA（国防高等研究計画局）等で生まれた軍事技
術からのスピンオフ技術が多い。i-Construction の先，
ICT土木情報化の未来は，先進の軍事情報化技術 C4I
を観れば，垣間見えて来る。

2．軍事の ICT

軍事作戦の根幹は指揮・統制（Command・Control）
であり，情報・通信が重要となり「情報の優越」によ
る機動が勝敗を決する。この基本的考え方の基に
RMA（Revolution of Military Affair）は構築されて
いるが，ハイテク化と革命の進展の背景には，各種セ
ンサとコンピュータを組合わせた各システムとそれら
を結びつけるネットワークがある。これら各種システ
ムの統合化が System of Systems（SoS）であり，ネッ
トワーク中心戦NCWの考え方になる。そして，軍用
ICTの分野と技術には，以下のようなものがあるが，
解説は省略する。
・情報収集：C4ISR，光学センサ（可視光，赤外線）
赤外線捜索追跡装置 IRST，LiDAR，レーダ（アレ
イレーダ，合成開口レーダ，音響センサ，SAR，レー
ダ警報受信機RWR
・兵站支援／Logistics
・プラットフォーム：航法・誘導，無人化
・射撃指揮：センサ融合 sensor  fusion，データ融合
data fusion

・ 電子戦：ESM，ECM，RWR，チャフ，デコイ，
COMJAM，ELINT，COMINT，SIGINT
・サイバ空間と宇宙空間：サイバ戦，マルウェア
・ウェポンシステム：誘導

写真─ 1　CIC のクリアボード
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・コンピュータ：COTS化，Ada，C++

・通信：衛星通信，秘話通信，スペクトラム拡散通信，
車間通信

・ネットワーク，情報共有：データリンク，Link11，
Link22，Link14，Link16，JTIDS（統合戦術情報通
信システム）

・指揮統制システム：NTDS（海軍戦術情報処理），
CIC，SAGE，AWACS，C4I

3．C4I

1991 年の湾岸戦争が最初の情報戦 Information 
Warfare の場であったと云われている。米軍は 1990
年代から情報を原動力とした軍事革命を起こし，更に
国防体制の大変革（Transformation）が進行中である。
System of Systems（S-o-S）を提唱したオーエンス海
軍大将も情報優越と C3（指揮・管制・通信）があれ
ば無敵であるとしている。
著者は電子装備に興味があり，70 年代からは米海軍

のC3（Cキューブド）に注目していたが，80 年には専
門誌にC3システム特集が組まれたのを覚えている。C2

（Command, Control）が C3（＋Communications）となり，
1987 頃から C3I（＋Intelligence）に，1990 年代は C4I
（＋Computer）に進化して，偵察・監視を含むとC4ISR
（＋Serveillance，Reconnaissance）と称している。
ネットワーク中核戦NCOは，世界に展開する陸海

空軍の戦力を個々の兵士から総ての兵器をネットワー
クで繋いで，戦略統合作戦を行う概念である。そして，
この概念の中核が 4階層ネットワーク（図─ 1）によ
る C4I（C Quadruple I）である。下層から業務支援
／ロジスティックス，作戦支援／兵力調整 COP，戦
術支援／兵力統制 CTP，交戦支援／射撃指揮 FCPの
順に階層が上がり，上層ほど情報精度が上がり，応答
性もリアルタイム性が求められる。古来より戦場にお
ける指揮官の課題は，Fog of War（戦場の霧）と
Friction of War（戦場の摩擦）である。C4I はこの課
題解決のために共通作戦状況図 COPと共通戦術状況
図 CTPを提供して，指揮官の正しい意志決定を支援
するが，リアルタイム性を求められるその手順は
OODAループ（Observe-Orient-Decide-Act：図─ 3）
で行われる。因みに，近頃はこのOODAループがビ
ジネス界でも注目されている。

（1）F-35の C4I

C4I の運用例として，先進のF35 の C4I から始める。
F35 は，空母化されるいずも型護衛艦の搭載機として

や最新鋭機の墜落事故で話題になっているが，第 5世
代戦闘機として先進のC4I を装備している。戦闘機の
計器類は第 4世代機からグラスコクピット化（写真─
2）が始まり，民間機にも波及して，近頃は建設機械
にも採用されている。また，軍用機は CNI（通信・
航法・識別）装置を装備し，通信器は秘話機能とデー
タリンクを備えている。飛行間データリンク IFDLは
編隊他機の情報を共有し，目標の配分を行える。また，
JTIDS（統合戦術情報分配システム：図─ 2）は，
AWACS（空中警戒管制システム機）や地上指揮所や
司令部との情報共有で戦域的な作戦が行える。航法装
置は，レーザ式ジャイロに GPS を組合せて，敵味方
識別装置も装備している。F35 の主要センサは，AN/
APG-81 レーダ，AN/AAQ-40 電子光学目標指示シス
テムEOTS，AN/AAQ-37 電子光学開口分散システム
EO DAS の 3 つを装備し，重要な情報を選別して「セ
ンサ融合」による統合画面に表示する。前述の IFDL
による他機のセンサ情報も融合して，切れ目のない戦
闘が行える。
また，F35 は完全なグラスコクピット化がほぼなさ

図─ 3　OODAループ

図─ 1　4階層ネットワーク 図─ 2　JTIDS

写真─ 2　計器類のグラスコクピット化
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れていて，操縦席正面に 19.6 × 8 in の大型タッチスク
リーン（写真─ 3）を左右 2分割して，飛行情報，機
体状態，戦術状況，兵装，地図，センサ映像等を画面
切替えや多分割に表示する。写真─ 3の左は戦術情報
を占有表示，自機全周をカバーした他機等のデータリ
ンク情報をまとめて表示しているが，逆合成開口レー
ダ ISARによる目標機種判別機能NTCRを備えている
と思われる。メニューはタブ表示，右側は 2分割で，
その左のEOTSのセンサ映像表示と右が平面地図表示
である。右下は 4分割で兵装管制画面等を表示してい
る。EOTSは，赤外線センサとレーザセンサを統合し
た電子光学的目標指示装置で，電磁干渉フィルタ，ジ
ンバル，高速ステアリング鏡 FSM等で構成されてい
て，機首下部の透明フェアリング内に納められている。

従来の戦闘機は，照準と飛行情報を HUD（Head 
Up Display）に表示しているが，F35 では HUDを廃
してヘルメットのバイザーに投影表示する HMDS
（Head Mounted Display：写真─ 4）を採用している。
この第 3世代 Gen Ⅲヘルメットは，更に高度な目標
指示情報や EO-DAS 映像を提供でき，パイロットが
顔を向けた機体下方や後方を透視してバイザーに表示
でき，全方向視界が得られる。また，F35 は早期警戒
機E2Dと同様にNIFC-CA（海軍統合火器管制）の空
中センサとしての機能を具備していて，艦艇の超水平
線の脅威に支援対処できる。尚，AWACS 空中警戒
管制機の導入時は，なかなか使い熟せなくて慣熟に時
間が掛かった経緯があるので，F35 では緻密な慣熟訓
練による迅速な戦力化が望まれる。

（2）10式戦車と陸の C4I

陸は空海に比べて C4I の導入が遅れていたが，10
式戦車は，初めて C41 を装備した陸自の戦車である。
ネットワークにより指揮所との情報共有，リアルタイ
ム車間情報融合により，僚車への目標割当て等の迅速
な指揮が可能である。師団等指揮システム FiCs，火
力戦闘指揮統制システムFCCS，対空戦闘指揮システ
ムADCCS，野外通信システム等のネットワークと連
携することになる。UAVによる上空からの偵察・監
視映像も共有している筈であるが，モニタ画面等は防
衛秘で公開されていないので，表示内容，表示方法等
の詳細は不明である。

（3）海軍の C4I

C4I は航空，陸上でも装備が拡がっているが，先行
していたのは大型プラットフォーム（艦艇）で搭載が
容易だった海軍であり歴史が長い。そして，海自の情
報システム化は，ゆき型からシステム艦の配備が始ま
り，イージス艦の導入により情報収集能力が飛躍的に
向上した。更に，新造のまや型では共同交戦能力
CEC が付加される。写真─ 7は米海軍のイージス艦
の CIC であるが，CIC は機密度が高く，許可を得た
乗員しか入室できない。写真のスクリーン画像も見学
者用の無難な画面で，実際の画面は機密である。
自衛艦のマスト（写真─ 8）は，電子戦装備でいっ
ぱいである。多用途のレーダや ECM，衛星通信アン

写真─ 4　F35 の HMDS 写真─ 5　F35 コクピット

写真─ 3　F35 のタッチスクリーン

写真─ 7　イージス艦のCIC

写真─ 6　統合C4I イメージ
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テナ等が密集している。これらのセンサ群と通信設備
がC4I の情報収集を担っている。図─ 4は新型汎用護
衛艦のウエポンシステムを繋いだ艦内統合ネットワー
クを示している。これからの自衛艦は，レーダでもソ
ナーでもアクティブ探査が自身を暴露するので，発信
艦を限定してマルチスタティック探知によるセンサ融
合を行う。
さて，米海軍では共同交戦能力 CECの実装が進ん

でいるが，レーダ等を装備せず，VLS（垂直発射ミサ
イル）500 セルだけを搭載したアーセナル艦を配備し，
僚艦から遠隔発射する構想もあったが断念された。
また，米海軍には艦艇のロボット化構想があり，中

型無人水上艇MDUSVを試験中である。そして，2000 t
級大型無人水上艦 LUSV を 2020 年から 5 年間で 10
隻を建造する計画がある。その用途には，レーダピケッ

トや対空・対潜兵器等の運用があり，共同交戦能力
CECを付与して有人艦艇との艦隊行動がある。また，
DARPAが研究を開始してONR（海軍研究所）も参
画している XAI（eXplainable AI：説明可能な AI）
を搭載しそうだ。現在の先進AI である深層学習は，
推論過程を説明できないが，これは敵の探知・追尾か
ら迎撃に至る過程の根拠を説明できるものである。

4．おわりに

米軍の先端技術は，同盟国とのインターオペラビリ
ティ（共同作戦）により自衛隊に移転してくるが，や
がて民間にも波及して概念や部分技術が利用される。
情報化施工におけるローラ転圧管理システムにおい
て，データリンクによる車間情報共有が実装されたと
き，C4I に倣っているなと思ったものである。
さて，i-Construction 等の ICT施工では，リアルタ
イム処理とニア・ノンリアル処理をエッジ側とクラウ
ド側に分けて集中・分散処理を行っている。MMI（マ
ンマシン･インタフェース）として軍用GUI（Graphical 
User Interface）がリアルタイム性向上の参考になる
が，やがてセンサ融合やデータ融合も取入れられて，
4階層ネットワークの捉え方やOODAループも取入
れられて来るに違いないし，その他にも示唆に富むも
のは多い。
最後に紙幅の関係でC4I の一部しか紹介できなかっ

た点と専門用語が多く，その解説も満足にできなかっ
た点をお詫びする。しかし，施工情報化の参考にする
ため，C4I の入門書を読む切掛となって頂ければ幸い
である。
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写真─ 8　艦橋のアンテナ（センサ）群

図─ 4　護衛艦の統合ネットワーク
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ブラジル
船　戸　正　啓

1．はじめに

2019 年 4 月にブラジルより海外駐在の任務を終え
て帰国しました。3年前の 1月末に，ブラジルのサン
パウロ州スザノ市にある Komatsu do Brasil（以下
KDB）という，コマツの建設機械を生産している関
連会社に赴任しました。海外赴任は初めての経験だっ
たのですが，それまで 3度経験していた国内転勤と同
様に，家族を帯同し赴きました。海外赴任の話は当初，
北米にある関連会社へという話で，家族会議を重ねて
家族帯同を決めました。その後，なぜか赴任先は南に
スライドし，南米のブラジルになりましたが，家族会
議の決議はそのままとし，半ば強引に家族帯同とした
ものです。赴任期間は 3年と少しという，あっという
間でしたが，無事に帰って来られた今思うことは，家
族ともども海外で生活するという貴重な経験を得るこ
とができ，本当に良かったということで，思い出等を
少しだけ記します。

2．ブラジルでの仕事

20 ton クラスの油圧ショベルベースのハーベスタマ
シン（林業伐採機械）の生産販売開始のプロジェクト
でした。
ブラジルでは林業が盛んであり，大手の製紙メーカ

は広大な土地に，成長速度が極めて速い苗，主にはユー
カリを植林し，これを伐採，原材料としてパルプの生
産を繰り返しますが，その植林を伐採するための，油
圧ショベルをベースとする車両の新モデルの生産開始
というミッションがKDBに課せられており，赴任し
て早々，この仕事にあたりました。
この車両の開発は日本のコマツが進めており，最終

仕様の試作車をこの製紙メーカの林業現場で稼働試験
し最終評価する必要があり，その準備，手配や，営業
部隊とのやり取り，試作車の輸送，搬入，日本から出
張で来たコマツ技術者のユーザ稼働試験立会いのアテ
ンドなどに奔走しました。おかげで，実際の林業現場
でコマツの機械に限らず，競合他社の機械が稼働して
いる現場を，また，巨大な設備を有する大手製紙メー

カの製紙工場を見学できました。また，林業現場の他
の作業ですが，ブラジルらしく，安い人件費に物を言
わせて多人数で人力による植え付け作業しているとこ
ろなども見ることができました（赴任終盤は，この作
業を機械化する新モデルのプロジェクトにも携わるこ
とができたのですが，その完成は後任者に引き継ぎま
した）。
上記のユーザ稼働試験後，その際に出た製紙メーカ
の追加要望をコマツの開発部隊へ連絡し，何とか量産
1号機から織り込んでもらえるようコマツに依頼する
のに苦労しました。そのモデルは開発中だったのです
が，ブラジルを代表する大手の製紙メーカと，販売会
社を通じて既に大型の受注，契約済であり，初号機の
納入時期も決定し，約束済だったため，リードタイム
がない状況での調整，依頼だったからです。
コマツの林業機械はブラジル向けだけではありませ
んが，この機種はブラジルでの使用を主対象とした車
両でしたので，開発は日本のコマツでも，販売先，稼
働試験が可能な場所はブラジルしかなく，生産もコマ
ツ関連会社の中でブラジルの KDB のみというプロ
ジェクトであったため，経験することができた苦労と
いえます。
今考えてみると，来たばかりで言葉も解らない駐在
員初心者をフォローし，仕事を理解させて進めるよう
にして下さった，KDBに限らない関連会社を含めた，
多数の現地スタッフ，さらに受け入れて下さったユー
ザ側の方々に多大な苦労をおかけしたはずであり，こ
れがなければ，仕事は進まなかったに違いなく，今さ
らながら感謝しているところです。

3．ブラジル，たわいもない事

赴任前は，ブラジルといえば，サンバの国，カーニ
バルでは皆 1年間貯めたお金を全て衣装に注ぎ込み，
踊り狂う，あと，サッカー強い，や，地球の裏側，と
いう偏ったイメージを持っていました。
まず，カーニバルですが，赴任早々この時期だった
ので，赴任前から前任者にチケットをとってもらい，
見に行くことができました。が，皆が皆，踊りに，ま
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たは見に行くわけでなく，テレビで視聴という人も多
く，見ないという友人もいました。
サッカーについては，さすが熱心に応援している方

が多く，日本の野球よりも盛んだと思います。私も家
族と何度か観戦に行きましたが，観客はなかなか気合
が入っており，相手チームの選手をすさまじく罵倒す
る輩もいて，横にいると危険を感じます。
地球の裏側ということについては偏見ではなく正解

ですが，実際に往復すると，さすがに裏側だけあり，
こんなに飛行機などが発達した時代でも，出発から到
着まではかなりの時間を要することを体感し，物理的
遠さを実感させられます。
ブラジルへは，飛行機で，ヨーロッパまわり，中東

まわり，北米まわりと，地球の様々な方向から行くこ
とができますが，直行便はないので必ずトランジット
が必要です。フライト時間は通常 10 時間オーバーの
2フライトで 1回乗継ぎます。ざっくりと，フライト
12 時間＋トランジット 4時間＋フライト 12 時間（日
本国内の出発場所により国内で，＋トランジット 4時
間＋フライト 1時間など）とうところで，ドアトゥー
ドアで 30 時間はかかります。日本―ブラジル往復は，
ブラジルで1泊だけして帰ってきても5日間必要です。
しかも，時差は昼夜全く逆の 12 時間あります。
以前は 10 時間を超えるフライトは疲れるなと感じ

ていましたが，3年強のブラジル赴任中に年に 2度ほ
ど日本出張や一時帰国のための往復を経験すると，10
時間を超えるフライトであっても，それが 1本で済む
ような行き先であれば，なんと楽なんだろうと感じら
れるようになりました。
これらとは逆に，赴任前にイメージがなかったこと

としては，ブラジルのサンパウロには裕福な人が多い
ということです。娘の同級生の誕生日パーティーでも，
かなり裕福な家族に招かれました。広大なリビング

ルームに外から巨大なガラスの下でつながるプールが
あり，プールの中にはバーカウンターの椅子，使用人
に注文すれば，ビールサーバから生ビール，ブラジル
のカクテル“カイピリーニャ”など，大概の飲み物が
頼めます。日本ではなかなかお会いできない階級の
方々に感じられました。このようなパーティーは日本
より多く行われるようで，サンパウロ市内の高級ア
パートにはパーティールームがある物件が多く，有料
ですが入居者はしばしばパーティーに使用します。息
子も何度か学校の友人のアパートに誘われ，夕方に私
は彼を自動車で友人宅に送りとどけ，次の朝に回収し
てきたものですが，パーティールームに併設のプール
に飛び込んで夜を明かすなど，楽しく過ごしていまし
た。これに負けじと我々駐在員も，たまには頑張って
パーティールームを借り，料理人や支給人を手配して
食事会を開き親睦を図りました。変わり種は，息子の
学校の課外イベントで‘バス’パーティーなるものが
あり，参加した息子に聞くと，バスの中がまさにディ
スコやクラブのようになっているようです（お酒はさ
すがに出ないらしいですが）。街中でもそのようなバ
スが走っているのを見ることができますが，窓はほぼ
塞がっていて，しかし，大音量のラップやダンスミュー
ジックを漏らしながら，ゆっくり街中を流しています。
なぜバスか，なぜバスは走らなければならないか，最
後まで私には理解できませんでしたが。
このように住んでいたところが大都会のサンパウロ
ということで，裕福な人々の生活を垣間見ることがで
きたように思いますが，その真横（街中）には，私の
小さい頃，大阪の天王寺などでよく見かけたような物
乞いの姿も多く見られ，貧富の差を考えずにはいられ
ません。最近では天王寺に行ってもあまり見られなく
なっているので忘れていました。
1～ 2泊の小旅行で田舎の民宿（？一応ホテル）の
ような施設に何度か行きましたが，現地のレストラン
や宿泊は信じられない程お安く，経済の差を感じさせ
られました。
また，海外駐在の経験のある皆さんには当然のこと
かもしれませんが，通貨レートは多少の上がり下がり
は当然ありますが，その比率で考えるとかなりのもの
で，いざ自分の給与等の送金などで実感するとその浮
き沈みは，“非社会的集団”的な世界のように感じら
れます。
長くはないブラジル駐在でしたが，資本社会，経済
社会とは何ぞや，を感じさせられ，考えさせられ，実
感したという側面もあり，貴重な経験だったと思います。

─ふなと　まさひろ　コマツ　開発本部─写真─1　息子とサッカー観戦
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田園風景の想い
 スマート農業と建設業

水　澤　和　久

我が国は，少子高齢化を迎え，特に中山間地では急
速に人口減少と高齢化が進み「限界集落」と言われ，
自然豊かな田園風景（写真─ 1）が荒廃し，国土は自
然災害等に弱くなっている。
国土保全対策に維持管理予算の増大が見込まれる一

方，国債残高が 1000 兆円を超え，一般会計の赤字国
債発行と厳しい財政状況で公共投資の抑制が続いてい
る。
我が故郷，地方の農業分野では，基幹的農業従事者

の平均年齢は 67 歳で，65 歳以上が 6割以上と後継者
不足，高齢化が進行している。
このため，農地を耕すことが出来ず農地の荒廃化が

深刻な問題で，私の心も苦しい思いがする。
農業現場の現状は農業トラクタをはじめとした農業

機械の操作等，熟練者でなければできない作業や機械
化が難しく手作業に頼らざるを得ない危険な作業，き
つい作業が多い。そのため若者や女性の参入の妨げと
なっている。また 1経営体当たりの平均経営耕作面積
が 2.5 ha と小規模農場が多く，省力化，人手の確保，
労力負担軽減が求められている。
このような状況の中で，如何に農業技術を継承し，

ロボット技術や ICT 等の先端技術を活用し，省力化
や高品質生産（特A米コシヒカリ）などを可能にす
る新たな農業（スマート農業：出典農林水産省web
サイト）を進めるかが課題であり，建設分野に携わる
ものとして，スマート農業を考え，取組事例を紹介す
る。

スマート農業の活用例
1．生産管理の高度化（水田管理システムの活用）
① 水田水位などのセンシングデータと気象予測デー
タ等を集約し，アプリケーションソフトを活用し
て水田端末等で給水バルブ・落水口を遠隔又は自
動で制御するシステム化を図り水管理の最適化及
び省力化することにより労力の削減とコメの品質
向上を図る。
② ドローンに搭載した特殊カメラを用いてセンシン
グ技術により葉色や近赤外線画像（たんぱく質量）
等のデータにより育成状況を診断し「圃場のバラ
つき」をマップ化する。　　
③ 熟練農業者の農業技術（ノウハウ）を ICT 技術
により農産物の生育や病害を正確に予測し，デー
タから施肥計画・農薬計画を行い，ドローンを活
用した元肥・追肥，農薬散布を実施し，重い動力
散布機を背負った作業からの負担低減や品質向上
を図る事ができる。
2． 生産技術の自動化（自動運転田植機：写真─ 2，
無人草刈機ロボットの活用）

① 直進と旋回の大幅な速度アップを可能とする自動
操舵システムを開発し，機体前方に RTK-GNSS
のアンテナの受信機を備え，自機の位置を数 cm
測位精度で把握する。田植作業と苗供給を 1人で
行い，人間とは違い疲れを知らないため，高い作
業精度を維持しながら能率向上を図る事が出来
る。

写真─ 1　棚田の田園風景 写真─ 2　無人作業中の自動運転田植機
※出典：井関農機㈱web サイトより
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② 田植え機に限らず無人草刈機ロボット等農機全般
の自動運転技術として活用出来る。
3． 人工知能（AI）・ICT等の活用   
（熟練農業者の高度な生産技術の見える化）
① 農業者の技術向上や新たな技術習得のために熟練
農業者の「経験」をデータ化し，技術・判断を継
承するとともに新規就農者の学習に活用すること
などに活用出来る。さらに，消費者が求める安全・
安心ニーズに応える情報提供するシステムにも活
用出来る。

今後，農地の集約化を含む基盤整備や維持管理，農
業法人の起業などの取組も重要である。地方の厳しい
経営にある建設分野は農業分野と連携を図り，田園風
景を守るとともに，儲かる農業を目指すには，スマー
ト農業と建設分野が進める i-Construction の取組拡大
が重要と考える。私は若者が農業分野や建設分野に参
入し，スマート農業を発展させ，地方の活力ある田園
風景をいつまでも見ることを心から想っている。

《参考文献》
「スマート農業の展開について」：農林水産省web サイト

─みずさわ　かずひさ　範多機械㈱　次長─
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令和元年度

日本建設機械施工大賞
受賞業績

受賞業績及び受賞者

■大賞部門　

最優秀賞

・ダムコンクリート自動打設システムの開発
  清水建設㈱
長期（約 30 年）にわたる，一連の大規模施工システム
開発であり，努力の跡が見られる。省力化，技術者不足対
策効果が認められる。長年にわたる技術の集大成であり，
総合力を感じる提案である。ダム建設の生産性向上に貢献
できる優れた技術であると判断するなど，多くの委員から
高く評価された。

最優秀賞

・新たな山岳トンネル施工方法への挑戦
　―国内初フルオートコンピュータジャンボの導入―
  鹿島建設㈱
熟練技術者の施工技術をデータ解析により見える化し，
IoT技術によりシステム化した，省力化・技術者不足対策
効果が見込まれる技術開発。基本はメーカーの技術である
が，その導入効果は大きいと考える。トンネル施工現場の
生産性を向上させる興味深い提案である。海外の高性能機
械の導入事例としては意義があるなど，多くの委員から高
評価が得られた。

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大賞部門として表彰し，地域賞部門は，
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。
令和元年度は，大賞部門には 9件，地域賞部門には 4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 4件，地域賞部門で 2
件が選考され，去る 6月 11 日に開催された当協会創立 70 周年記念式典にて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。

優秀賞

・ 作業員と建設重機との接触を防止する安全装置「クア
トロアイズ」

  ㈱大林組
接触事故の原因分析を通し，作業員を自動検知する方法
や事故発生確率が高い場合の強制的停止など現場ニーズを
満たした技術開発。建設施工の自動化に貢献する技術提案
である。安全な停止方法の検討が進み，発展することが期
待されるなどが，評価された。

選考委員会賞

・ 不整地運搬車（クローラキャリア）の自動走行技術の
開発

  ㈱熊谷組
  国土交通省九州地方整備局熊本復興事務所
重機の自動運転は，技術者不足対策や安全対策効果が期
待される。無人化施工に有益な技術。一人で複数台の重機
を管理できるので，生産性の向上が見込める。自動走行を
着実に前進させている点が高く評価できる。遠隔操作技術
の発展適用として有意義であるなど，特に秀でた特徴を有
する点が評価された。
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■地域賞部門

地域貢献賞

・ 「アスファルト目地注入機」を使用した「舗装クラッ
ク注入工法」
  ㈱近藤組
舗装表面のひび割れ早期対策技術として汎用性がある。
機械を小型化するなど，省力化にもつながる施工技術。道
路の維持補修に有益な技術であると考える。技術提案に
ローカル性が感じられ，興味深いなど，地域への貢献度が
高く評価された。

選考委員会賞

・転圧ローラのブレーキアシストシステム開発
  鹿島道路㈱
接触事故対策としてのステレオカメラセンサに加え，オ
ペレータに配慮した自動制御システムを開発するなど，建
設業者に配慮した技術開発。警報のみならず自動停止する
システムとして今後の発展が期待されるなど，特に秀でた
特徴が評価された。
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業績の概要

ダムコンクリート自動打設システムは，軌索式ケーブル
クレーンを利用するダムコンクリートの打設工事を対象
に，コンクリート製造設備への材料供給，コンクリートの
製造（練混ぜ），運搬台車（トランスファーカ）による運搬，
軌索式ケーブルクレーンによる運搬・打設の工程を一貫し
て自動化するものである。コンクリートの打設に先立ち，
コンクリートの運搬先となる打設位置の 3次元座標，コン
クリートの配合種別，数量等の打設計画を作成し，この計
画データをシステムに入力するだけで，骨材・セメント貯
蔵設備，コンクリート製造設備，トランスファーカ，コン
クリートバケット，軌索式ケーブルクレーン等の各設備が
連動して，一連の作業を完全自動で行う。
業績の特徴

軌索式ケーブルクレーンは主索，調整索等，多数のワイ
ヤーの制御が必要であり，3次元的な位置座標を把握する

清水建設㈱

ダムコンクリート自動打設システムの開発

大賞部門　最優秀賞

ことが難しかったが，各種ワイヤーの巻き出し量から 3次
元位置を確定するに至り，自動運転を達成することができ
た。また，本システムは各種機械の施工状況信号を制御コ
ンピュータで集中管理することで，一連の作業の完全自動
化を達成した。
本システムを導入し，打設を自動化することにより，コ
ンクリート打設 1サイクル当り 20 秒，約 10%の時間短縮
が可能となるとともに，作業人員を総勢 15 人から 10 人と
2/3 程度に削減可能である。また，熟練技能が必要である
軌索式ケーブルクレーンの運転が自動化されることによ
り，経験の少ないオペレータでも熟練オペレータと同等な
作業が可能である。
本システムの開発に付随して，コンクリート打設状況を

「見える化」するダムコンクリート総合管理画面を作成，
導入した。本画面は，各設備から出力される動作信号から，
打設進捗状況をリアルタイムに確認可能である。
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鹿島建設㈱

新たな山岳トンネル施工方法への挑戦
─国内初フルオートコンピュータジャンボの導入─

業績の概要

山岳トンネルの長大化は進み，高速施工のニーズはます
ます高まっており，切羽における装薬時の穿孔時間の縮減
と，トンネル掘削断面の余掘り低減が重要となっている。
そこで，5,000 m 級長大トンネル工事に，日本で初めて 4
ブームフルオートコンピュータジャンボを導入し，4基の
ブームの穿孔作業を専任オペレータ 1名で行うとともに，
穿孔時間の短縮と余掘りの低減を図るため，新たな山岳ト
ンネルの施工方法に挑戦した。
業績の特徴

「新たな山岳トンネル施工方法への挑戦」として，トン
ネル工事の発破用穿孔から一連の作業を自動化する技術開
発を行った。フルオートコンピュータジャンボの導入によ

り，①穿孔を作業員の技量に関係なく一定の精度により行
うこと，②穿孔圧力の適正な制御により余掘量を適正に管
理すること，③穿孔データの自動収集機能により地山状況
を可視化すること，④施工人員を減らし省力化すること，
を期待している。
従来，作業員の熟練度に依存したブラックボックスの部
分を，データに基づく分析から最適穿孔パターンを導き出
し，コンピュータの自動制御によって計画通りに正確な角
度・長さで穿孔することにより，余掘りを 40％低減して
生産性を向上させた。
また，フルオート機能により，専任オペレータ 1名によ
る作業を実現し，省力化するとともに穿孔時間を 1/2 以下
に縮減して自動化への道を拓いた。　

大賞部門　最優秀賞

フルオートコンピュータジャンボ導入による効果

フルオートコンピュータジャンボ 操作画面（キャビン内） ロックボルト穿孔状況

発破工法の「見える化」
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㈱大林組

作業員と建設重機との接触を防止する安全装置
「クアトロアイズ」

大賞部門　優秀賞

業績の概要

「クアトロアイズ」は，バックホウやバッテリ機関車な
ど現場の重機に取り付け，名前の由来となった「4個のカ
メラ」により検出された作業員が，任意に設定した 10 m
以下の距離に近づいた場合に警報，さらに近づいた場合に
重機を強制的に停止させる機能を有する安全装置です。例
えば 8 m以内に人が近づいた場合に警報を発報し，さら
に作業員が近づいて 4 m以内に来た時にはバックホウを
強制的に停止することができるシステムです。

業績の特徴

クアトロアイズはAI による人の認識をいち早く取り入
れたシステムです。従来の画像認識技術では難しかった人
の一部，例えば頭部などだけを見て人と認識することがで
きます。（下図）現場では様々な作業姿勢，大きなものを
運んでいる状況などが考えられますが，AI による高い認
識能力により人を発見することができます。また取り付け
る重機の種類により，例えばバックホウであれば設定した
距離以下に人が立ち入った場合は自動停止する，またバッ
テリ機関車など強制的に停止することで荷崩れを起こし危
険性が高まる恐れがある場合はパトライトや大きな警報を
鳴らすことでオペレータに注意喚起するなど様々な使い方
ができます。視野角は 180 度と広く一台でバックホウの死
角の大部分をみることができるものとなっております。
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㈱熊谷組，国土交通省九州地方整備局熊本復興事務所

不整地運搬車（クローラキャリア）の自動走行技術の開発

業績の概要

迅速な災害対応を実現し，一人当たりの労働生産性を向
上させるために，無人化施工での不整地運搬車の自動走行
技術を開発し，現場運用を実現した。高精度の慣性航法装
置と制御技術により，オペレータが不整地運搬車を遠隔操
作したデータを車載 PCが記憶し，これをもとに自動走行
を行う。被災現場の難しい施工環境でオペレータの負担を
軽減し，安全性と生産性を向上させた。
業績の特徴

本技術は，阿蘇大橋地区での災害対応で成果を上げた
「ネットワ―ク対応型無人化施工システム」を基盤として，
構築された i-Construction 実現のための自動走行技術であ
る。その特徴は，被災現場の厳しい条件下でも安定して運

用できることを考慮して開発された実用性の極めて高いも
のである。
自動走行は，様々な現場環境に対応するため，オペレー
タが遠隔操作で最適な経路を作成し，その教示データを車
載 PCに記憶させる。自動運転モード時は，車載 PCに記
憶した教示経路と自車の位置とを比較し，その差を自動制
御しながら，忠実に自動走行する。
この技術を利用して，阿蘇大橋地区斜面対策工事では，
自動走行不整地運搬車 2台，遠隔操作式建設機械 1台によ
る土砂積み込みから搬出までの一連作業を，オペレータ 1
名により稼働させることが可能となり，生産性向上が図れ
ることが実証できた。

大賞部門　選考委員会賞
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㈱近藤組

「アスファルト目地注入機」を使用した 
「舗装クラック注入工法」

業績の概要

昨今，我々建設業に携わる全ての技術者に，国民の「安
心・安全社会の実現」に向けた「既存インフラの維持・整
備」の方向性が問われている。その中で，弊社では，「舗装
クラック注入工法」により，アスファルト舗装の代表的な
変状である「舗装表面のひび割れ（線状・亀甲状）」を早
期に手当てすることで，インフラの安心・安全，更には道
路舗装のライフサイクルコストの低減，道路の延命化を実
現している。

業績の特徴

「舗装クラック注入工法」は，新規に開発した機動性に優
れた小型軽量な「アスファルト目地注入機（L＝1,271 mm，
W＝650 mm，H＝1,152 mm，重量 160 kg，釜容量 50 L）」
を使用し，小規模な範囲や点在する舗装の「線状クラック」
に直接「シール材」を熔解・注入する技術である。

地域賞部門　地域貢献賞

舗装クラック注入状況

アスファルト目地注入機（正面）

アスファルト目地注入機（操作盤）

材料（シール材）熔解状況
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鹿島道路㈱

転圧ローラのブレーキアシストシステム開発

業績の概要

道路舗装工事で用いるローラは作業の性質上前後進を繰
り返し周りで作業する人やほかの重機，ローラなどとの混
在作業が余儀なくされる。
そこで，転圧ローラの後退操作時の接触事故防止を目的
として，人と物の形状を認識するステレオカメラセンサを
採用し，条件に応じてローラのブレーキ回路を直接制御し
制動を仕掛けるブレーキアシストシステムを開発した。人
と重機の安全性向上を目的としたシステムであるととも
に，舗装工事での作業性と品質確保にも考慮したシステム
である。

業績の特徴 

ステレオカメラの特徴である人を検知した場合と，物体
を検知した場合とを区別する 2段階のセンサ出力信号によ
り，制動を掛けるタイミングを区別する。人を検知した場
合は走行油圧ポンプの電磁サーボバルブを作動させて
HST（油圧）ブレーキによる制動を掛け，さらに接近し
た場合は全てを物として認識して，電気的にネガティブブ
レーキを作動させて制動を得る。これにより，ローラ本体
や運転員にブレーキショックなどの負荷をかけず，また舗
装面にブレーキ痕を残すことなくローラを確実に停止させ
ることが可能である。自動で作動したブレーキの解除は，
走行レバーを中立に戻すことで行われ，走行レバーを戻さ
なければブレーキ対象物が除外された状態でも制動状態を
維持する機構となっている。

地域賞部門　選考委員会賞
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新東名高速道路高取山トンネル西工事
現場見学会報告

機械部会　トンネル機械技術委員会

1．はじめに

トンネル機械技術委員会では，平成 30 年度現場見
学会を 12 月 5 日に新東名高速道路高取山トンネル西
工事において実施した。
参加者は事務局を含め 23 名だった。

2．見学スケジュール

平成 30 年 12 月 5 日（水）
13：30  小田急電鉄秦野駅集合
13：30 ～ 13：50   貸切バスにて高取山トンネル西

JV事務所まで移動
14：00 ～ 14：15   現場事務所にて現場概要説明
14：15 ～ 14：20  質疑応答
14：20 ～ 15：00  現場内見学
15：00 ～ 15：20  貸切バスにて秦野駅に移動

3．工事場所・概要

・工事名　新高速東名道路高取山トンネル西工事
・工期　　 平成 26年 5月 26日～令和 2年 7月 26日
・ 発注者　 中日本高速道路㈱東京支社（秦野工事事

務所）
・ 施工者　清水建設㈱・みらい建設工業㈱特定建設

工事共同企業体
・主要工事内容
　　 工区延長 2,200m   
（土工：400 m，トンネル 1,600 m，橋梁：200 m）

　　・ 土工量　約 24 万m3

　　・函渠工　2基
　　・調整池　3基
　　・ トンネル工（NATM）   

上り線：1,573 m　下り線：1,609 m
　　・金目川橋下部工　橋台　4基　橋脚　7基
　　・基礎工　897 m－ 66 本（現場打ち杭φ 1.5 m）

4．現場見学

（1）現場概要説明
高取山トンネル西工事は，新東名高速道路建設の伊
勢原市と秦野市を東西に結ぶトンネルであり，垣見所
長より工事概要について説明していただいた。
・ 地層は，坑口部約 300 m 間がローム層で，それ
以降は凝灰角礫岩が分布しており，支保パターン
はCⅡを採用している。
・ 下り線坑口の南側に民家があり，設備の低騒音対
策を講じている。
・ 土砂搬出は連続ベルコンを使用しており，クラッ
シャー 300 t/h を使用している。

写真─ 1　上り線坑口 写真─ 2　ドリルジャンボ（サンドピック社製）
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・ 将来の建設作業員減少，元請け職員の省力化に対
して，生産性向上を進めている。
・トンネルCIM/ICTの取り組みを行っている。
　①計画・施工・維持管理にCIMを活用
　②地山評価の高度化
　③掘削形状把握から発破パターン自動修正
　④覆工コンクリート打設半自動化
・ 坑口から 300 m は AGF の施工を行っていたが，
削孔位置をドリルジャンボに入力することでマー
キングの必要がなくなり，AGF施工ごとに職員
2名× 1時間の省力化が出来ている。

（2）工事の進捗
12 月 5 日時点での掘削延長は，上り線 615 m，下

り線 430 mであった。

（3）場内見学
見学箇所は朝礼広場にて坑外設備の説明を受けたの

ち，下り線の坑口から切羽後方区間までを見学した。
坑外設備は，近隣家屋に対する低騒音対策を施して

いた。
① 防音扉を 3基設置することで，発破音の低減
② 低騒音型ファンを使用することで，送風機稼働音
の低減
③ ずりピットを防音ハウスで囲うことで，連続ベル
コンからの土砂落下音の低減
切羽では，吹付作業を行っていたが，電気集塵機と

延長風管設備により坑内作業環境は良好だった。

（4）質疑応答
・ 火薬は，含水爆薬とEDD（電気遅延式電気雷管）
を使用している。
・ 切羽面形状の把握を行っている 3Dスキャンの点
群データ測定時間は 3分程度で行える。
・ 3D スキャンのタイミングは，こそく後に行って
いる。
・ 3Dスキャンするための照度は，切羽付近で 200 lx
程度である。伸縮風管先端に設置した照明と吹付
機の照明で確保できている。
・ 3D スキャンデータのノイズ処理はしていない。
掘削管理が目的であるため，取れたデータを迅速
に形状評価・発破パターンの修正に生かすことが
大切である。
・ 切羽状況把握で使用しているカメラの管理は，盛
替え時に清掃する程度で鮮明な画像を映す事が出
来ている。
・急結剤は粉体を使用している。

謝　辞
最後に，大変お忙しい中，今回の準備，現場との調
整役をして頂いた清水建設㈱大橋様および高取山トン
ネル垣見所長，現場の方々には厚くお礼申し上げます。
 

［筆者紹介］
森山　茂（もりやま　しげる）
前田建設工業㈱　
土木事業本部　機械部　機械技術グループ
主幹

写真─ 3　坑内作業状況 写真─ 4　見学メンバーで記念撮影
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04-401
切羽安定度予測システム

TFS-learning
安藤ハザマ

▶概　　　要

山岳トンネルの施工において，発破孔に爆薬を装填する作業

や鋼製支保工を建込む作業は，切羽面からの落石や崩落などに

対する危険が伴う。そのため施工現場では，素掘り状態の切羽

に鏡吹付けコンクリートを施工し，肌落ち災害を防止する対策

を実施している。また，更なる対策として，切羽面直下で作業

を行う際には，切羽の安定度を目視で監視する切羽監視責任者

を配置する現場が増えている。しかしながら，目視観察による

確認だけでは，切羽監視責任者の経験に依存する部分が多く，

切羽の不安定箇所を見落とし，災害につながるおそれがある。

そのため，切羽の安定度を確実に把握し，安全対策を講じるこ

とは，切羽作業の安全性を確保する上で非常に重要である。

以上を踏まえ，当社は，2016 年に発破孔の削孔時に得られる

短尺の削孔データを用いて，切羽評価点を指標に発破後に露出

する切羽の安定度を予測するシステム（TFS-learning：Tunnel 

Face Stability calculate system by machine learning）を開発

した（図─ 1）。更に，2018 年に長尺鏡ボルトや削孔検層など

の長尺の削孔データ（図─ 2）を用いて，切羽前方の切羽評価

点を予測し，地山等級を判定する機能などを追加した。

TFS-learning は，切羽から油圧削岩機で削孔する発破孔や

削孔検層などから得られる削孔データ（削孔速度，打撃圧，回

転圧，フィード圧）を使って切羽評価点を予測し，切羽の安定

度を予測するものである。切羽安定度の評価指標に切羽評価点

を用いるため，定量的で精度の高い予測が可能である。また，

図─ 1に示す画面で，切羽安定度の予測結果をカラーコンター

図で表示させ，不安定箇所を暖色，安定箇所を寒色で表現する

ことで，切羽の安定度を可視化し，切羽作業の安全性を確認す

る技術として，現在まで数多くの現場に適用してきた。

▶特　　　徴

TFS-learning は，以下の 3つの機能を有する。

①短尺削孔モード機能

発破孔の削孔データを用いて，発破後に露出する切羽（1.0

～ 2.0 m 先）の切羽安定度を予測する機能である。発破孔の削

孔データを使用するため，切羽面を網羅的に評価できる。

②長尺削孔モード機能

長尺鏡ボルトや削孔検層などの長尺削孔データを用いて，切

羽前方（10 ～ 30 m）の切羽評価点を予測し，地山等級を判定

する機能である。

③フェイスマッピング機能

TFS-learning の予測結果として出力されるカラーコンター

図を，10,000 ルーメン以上の明るさを有するプロジェクターに

より切羽面へ投影する機能である。切羽に直接，カラーコンター

図を投影することで，全ての切羽作業員が切羽の不安定箇所を

確認することができる。

▶用　　　途

・山岳トンネル施工現場での安全管理

▶実　　　績

・国交省東北地整発注　国道 108 号新箱石地区道路工事

・国交省北陸地整発注　国道 8号柏崎トンネル（山岳部）工事

▶問 合 せ 先

㈱安藤・間　建設本部土木技術統括部技術第三部

〒 107-8658 東京都港区赤坂 6-1-20

TEL：03-6234-3673

図─ 1　TFS-learning のシステム画面 図─ 2　長尺鏡ボルト�削孔データの一例
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新工法紹介

04-403 Te-Sアシスタント

福田組
NEC

NECソリューションイノベータ
演算工房

▶概　　　要

山岳トンネル工事における掘削作業では，設計断面を確保す

るために適正な形状で掘削がなされているかを確認する必要が

ある。通常は，作業員の目視により過不足を確認しているため，

掘削が足りていない場合は，トンネル断面が確保できない恐れ

が発生し，逆に掘削しすぎた場合は，作業手間のロスや，吹付

けおよび覆工コンクリート等のロスにつながる。特に，切羽で

の目視確認は切羽に接近して行うため，切羽崩落災害に巻き込

まれるリスクも付きまとう。このため，効率的かつ手軽に掘削

形状を確認する手法が求められていた。

そこで，山岳トンネルにおける施工管理の効率化を目的とし，

SfM（Structure  from Motion）技術を活用した写真測量によ

りトンネル掘削時の仕上がり状況を可視化しガイダンスする

「Te-S（ティーエス）アシスタント」を開発した（図─ 1）。こ

のシステムは，切羽およびインバート等の掘削箇所を撮影した

画像を用いて点群データを生成し（図─ 2），掘削形状と設計

図面とを比較表示できるため（図─ 3），作業員はリアルタイ

ムかつ面的に掘削の過不足を把握でき，無駄の少ない効率的な

作業を行うことができる。

▶ 特　　　徴

①オンサイトでのリアルタイム管理

撮影画像は無線 LAN環境のもとでタブレットパソコンに自

動転送され，点群化から掘削状況の評価までワンタッチで高速

（約 2分程度）に処理することにより，オンサイトでのリアル

タイム管理を実現する。

②出来形管理の効率化と省力化

画像撮影時以外は作業中断の必要がないため，掘削作業を行

いながらの出来形管理が可能である。また，画像撮影とタブレッ

ト操作を同一人員で行えば，ワンオペでの出来形管理が可能で

ある。

③面的な出来形管理の実現

評価結果は，コンター図および断面図として表示されるため，

面的管理が実現できるだけでなく，出来形の過不足が一目瞭然

となる。

④特殊な機器を使用しない安価なシステム

画像から点群データを生成する SfM技術を活用することに

より，カメラ，タブレットパソコンおよび解析ソフトウェアの

みにより構成される安価なシステムである。

▶用　　　途

・山岳トンネル工事，他

▶実　　　績

・山岳トンネルのインバート掘削（一部区間に試験導入）

▶問 合 せ 先

㈱福田組　総務人事部総務部　赤川，永原，石井

〒 951-8668　新潟市中央区一番堀通町 3番地 10

TEL：025-266-9121図─ 1　Te-S アシスタント　システム概要

図─ 2　生成した点群データの例

図─ 3　掘削出来形の評価結果の例
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新工法紹介

04-404
遠隔立会システムによる
山岳トンネル ICT施工管理 清水建設

▶概　　　要

山岳トンネル工事では，発注者の工事事務所が現場から離れ

ているケースが散見される。そうした現場では，品質・出来形

検査に立会う検査員は長時間を掛けて現場まで移動するととも

に，施工者側には待機時間が発生する。そこで，発注者，施工

者双方の検査・管理業務の生産性向上のため，タブレット端末

を用いたリアルタイム遠隔立会システムを開発した。これによ

り，双方のロスタイムを減らすとともに，遠隔地の端末上で施

工状況の確認から記録写真・帳票の承認に至る一連の検査プロ

セスを完結できる。本システムを稼働中の山岳トンネル現場に

て実証し，適用性と有効性を確認した（図─ 1）。

▶特　　　徴

本システムは，テレビ会議機能と検査値入力・立会写真撮影

機能を備えた遠隔検査ソフト，施工者用のタブレット端末，発

注者の工事事務所に設置する閲覧用 PC，サーバー PC，トン

ネル内無線通信網等で構成される。

システム利用時は，発注者工事事務所の閲覧用 PCとトンネ

ル坑内のタブレット端末をインターネットにつなぎ，タブレッ

ト端末から配信する坑内映像および施工者が入力する検査結果

を両者で共有しながら，品質・出来形検査を進める（図─ 2）。

施工者が電子黒板付き立会写真を撮影し，発注者側が承認ボ

タン（スタンプ）を押下することで承認手続きが完了する。承

認後，施工者タブレット画面には承認済OKボタンが明示され

（図─ 3），これを押下することによって，発注者様式に自動変

換された立会写真・帳票データが，サーバー PCに即座に保存

され，WEB上で閲覧・ダウンロードが可能となる。

本システムにより，施工者は検査結果のリアルタイムなデー

タ保存・帳票出力まで行えるので，記入・転記ミスを無くし，デー

タ管理の簡略化・書類作成の負荷が軽減できる。また，従来の

現場立会と比較して立会時間は概ね同等であり，従来の現場立

会と同様の流れで品質・出来形の立会検査が可能であることを

実証した。 

▶用　　　途

・山岳トンネル工事全般

▶実　　　績

・湯浅御坊道路　川辺第一トンネル北工事

（発注者　西日本高速道路㈱　関西支社）

・トンネル延長 2,641 m，内空断面積 55 m2

▶問 合 せ 先

清水建設㈱　土木技術本部　開発機械部

〒 104-8370　東京都中央区京橋二丁目 16-1

TEL：03-3561-3886

図─ 1　遠隔立会概要

図─ 2　遠隔立会状況（吹付けコンクエリート厚さ検測）

図─ 3　遠隔立会時発注者閲覧画面
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新工法紹介

06-19 縦取り式スリップフォーム工法 佐藤渡辺

▶ 概　　　要

コンクリート舗装は，アスファルト舗装に比べて長寿命化が

期待できることから重交通路線，幹線道路やトンネル内で積極

的な採用が検討されている。スリップフォーム工法による連続

鉄筋コンクリート舗装（以下，CRCP）の施工は，一般的に生

コンクリート（以下，生コン）の供給を横取り機（横取り供給

方式）で受けるようになっているため，二車線相当の作業スペー

スが必要である。このため多くの場合，施工中は車両の通行が

できないなどの制約が多い工法である。

本文は，この状況を解消するため自社開発による「縦取り機

（縦取り供給方式）」を用いたスリップフォーム工法による

CRCPの施工について紹介するものである。

［NETIS 登録番号KT-170048-A］

▶ 縦取り機の仕様および機械編成

本縦取り機は，スリップフォームペーバ（ヴィルトゲン

MF600）をベースとして，トラスフレームおよび生コン供給

用ベルコンを装備した構造である（表─ 1，図─ 1）。また，

供給用ベルコン直下に鉄筋組立てスペース（L＝ 18 m）を確

保し，鉄筋運搬台車を牽引できる構造となっている。

▶特　　　徴

1） 二車線中一車線での施工が可能となり，一車線（隣接車線）

を通行帯として利用できる（図─ 1，写真─ 1）。

2） 施工区間が一車線となり隣接車線が通行帯として利用でき

ることより他区間での他工種の施工が可能である（工程短

縮）。

3） 材料運搬車（アジテータ車）の搬入，荷下ろしがスムーズ

に行える。待機時間が少ない。1日当たりの施工量の増大

が見込め，生産性の向上が期待できる。

4） ベルコン直下のスペースで生コン供給と並行して鉄筋組立

て作業が行えるため施工前の鉄筋の運搬（間配り）の必要

がなく準備工の省力化が図れる。事前の鉄筋組立て日数の

短縮ができる（工程短縮，残業の短縮）。

5） 生コン供給，鉄筋組立て，打設，養生作業が一車線内で一

連の作業となるため作業間の錯綜がないことから安全性が

向上する。

▶お わ り に

今後の課題として，「縦取り機の組立て，解体」の場所の確

保とその時間が必要となることから，組立て・解体が容易とな

る構造や縦取り機が適用できる補修方法，用途の検討を行って

いる。

▶用　　　途

・連続鉄筋コンクリート舗装

・橋梁の鋼繊維補強コンクリート（SFRC）による鋼床版補強

工事

▶実　　　績

・中部横断福士楮根地区舗装工事他多数

▶問 合 せ 先

㈱佐藤渡辺　工事本部技術部

〒 106-8567　東京都港区南麻布 1-18-4

TEL：03-3453-7358

表─ 1　縦取り機の仕様

機械諸元
長　さ 32 m
高　さ 4.5 m
全　幅 3.5 ～ 6.25 m（施工時）

機械性能

走行速度 0～ 4.5 m/min（施工時）
生コン搬送能力 60 m3/h
コンベア速度 60 m/min

水平ベルコン揺動 約± 2.5 度（水平振り角度）
鉄筋組立てスペース 18 m

図─ 1　施工機械編成

写真─ 1　縦取り式スリップフォーム工法による施工状況
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▶〈01〉ブルドーザおよびスクレーパ

19-〈01〉-01
キャタピラージャパン
ブルドーザ
 Cat D8T

’19.2発売
モデルチェンジ

オフロード法 2014 年基準に適合したブルドーザである。

排出ガスの一部を，冷却して吸気側に循環することで，燃焼温度

を低下させるNOxリダクションシステムおよび尿素水の化学反応

を利用した尿素 SCRシステムにより，NOx排出量の低減を図って

いる。

さらに，ディーゼル酸化触媒（DOC）およびディーゼルパーティ

キュレートフィルタ（DPF）からなる「Cat クリーンエミッション

モジュール」により一酸化炭素，炭化水素，粒子状物質（PM）を

低減・除去し，その過程でDPF に堆積するすすを取り除くDPF

再生システムを有している。

マルチカラーディスプレイにより，シートベルトが未装着の場合

はディスプレイに警告ランプが点灯し，シートベルト装着忘れの防

止を図っている。

新型カートリッジ燃料フィルタ，エンジンオイル交換間隔の延長，

標準装備の自動反転ファンにより，メンテナンス時間の削減を図っ

ている。

Cat プロダクトリンクにより警告情報や部品交換時期を確認し，

車両の管理やダウンタイムの削減を図っている。

オプション装備のCat グレード 3Dは，内蔵型 3次元マシンコン

トロールシステムである。また，ICT 建機とクラウドによるリア

ルタイムソリューション VisionLinkⓇ（ビジョンリンク）と組み合

わせることで，i-Construction に対応した施工管理が可能になる。

オンラインでVisionLinkⓇ（ビジョンリンク）3D プロジェクト モ

ニタリングを使用すると，LINK テクノロジを経由して毎日の生産

性データを確認でき，切盛り作業の進捗を 3D マッピングデータで

自動的に離れた事務所で把握できる（* 利用登録とハードウェアの

追加が必要）。

表─ 1　Cat�D8T�マルチシャンク仕様

運転質量  （kg） 41,050

全長（ブルドーザ装置付）  （mm） 8,164

全幅（ブルドーザ装置付）  （mm） 4,042

全高（ROPS 上端まで）  （mm） 3,566

ブレード幅  （mm） 4,042

エンジン名称 Cat C15 ディーゼルエンジン

総行程容積  （ℓ） 15.2

定格出力／回転数  （kW/min－1） 264／1,900

ステアリング形式
電子制御プラネタリ式
ディファレンシャル
ステアリング

接地長  （mm） 3,206

接地圧  （kPa） 101.3

価格（販売標準様，港裸渡し） （百万円）
75.58（マルチシャンク仕様）
81.652（マルチシャンク／
Cat グレード 3D仕様）

問合せ先：キャタピラー（同） GCI Marketing Innovation

〒 220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1

写真─ 1　キャタピラージャパン　Cat�D8T　ブルドーザ
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▶〈02〉掘削機械

19-〈02〉-03

キャタピラージャパン
油圧ショベル
　  Cat 308　 CR（後方超小旋回型） 

/SR（超小旋回型）

’19.4発売
新機種

オフロード法 2014 年基準に適合した 8トンクラス後方超小旋回

型油圧ショベルと超小旋回型油圧ショベルである。

ジョイスティックレバーからの電気信号を元にコントロールバル

ブの各スプールの動き，油圧ポンプの吐出量を電子制御する次世代

型油圧システムにより，作業機のスピード，レバー反応速度を 3段

階ずつモニタで変更することができる。また，左ジョイスティック

レバー 1本の操作で走行（前後進，左右操向）でき，さらに，レバー

操作なしで直進走行できるクルーズコントロールを装備しており，

スティックステアモード走行時に，左ジョイスティックレバー前側

のボタンを押すとその時の走行状態を維持し，操作レバーから手を

放してもそのまま走行できる。

各種電子制御，「作業機」と「走行」のそれぞれの動作に適した

エンジン回転数を自動制御する「パワーオンデマンド」，アイドリ

ング状態から一定時間経過するとエンジンを自動停止させる「オー

トアイドリングストップ」を装備している。

従来機よりエンジン定格出力を約 10％，旋回トルクを約 25%アッ

プし，旋回揺れ戻し防止弁を装着している。

車両位置，稼働情報，燃料消費量，アラート，休車時間などのマ

シンデータをクラウドサービス（VisionLinkⓇ（ビジョンリンク），

My.Cat.Com）に発信するプロダクトリンクを標準装備している。

表─ 2　Cat�308�CR，308�SR の主な仕様

　 308 CR 308 SR

運転質量  （kg） 7,550 7,790

標準バケット容量  （m3） 0.28

掘削力（アーム）  （kN） 41.3 42.8

掘削力（バケット）  （kN） 58.9 60.3

　　　　全長  （mm） 5,760 6,130

輸送時　全幅（トラック全幅）  （mm） 2,300

　　　　全高  （mm） 2,580 2,540

後端旋回半径   （mm） 1,290

エンジン名称 Cat C3.3B ディーゼル
エンジン

総行程容積  （ℓ） 3.33

定格出力／回転数  （kW/min－1（rpm）） 53.3／2,200

価格
（販売標準仕様，工場裸渡し，税別） （百万円） 11.165 12.357

問合せ先：キャタピラー（同） GCI Marketing Innovation

〒 220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1

写真─ 2　�キャタピラージャパン　Cat�308�CR　後方超小旋回型油圧ショ
ベル
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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

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
2018 年 142,169 100,716 24,513 76,207 30,632 8561 5,799 95,252 46,914 166,043 141,691

2018 年  4 月 10,212 7,007 1,473 5,534 2,473 438 293 5,763 4,448 171,143 8,522
5 月 8,921 6,449 2,271 4,178 1,940 330 202 6,091 2,830 170,234 9,361
6 月 12,424 9,114 2,245 6,869 2,100 487 723 8,989 3,435 170,862 13,342
7 月 9,439 6,656 2,205 4,451 1,445 358 980 6,221 3,217 170,204 9,200
8 月 9,390 6,336 1,863 4,474 2,564 380 109 6,512 2,878 169,495 10,528
9 月 14,917 11,535 2,443 9,092 2,382 444 555 10,589 4,328 169,770 14,265
10 月 8,982 6,236 1,417 4,820 2,029 430 285 6,052 2,930 170,072 9,948
11 月 10,161 7,584 1,656 5,929 1,869 325 383 7,261 2,900 168,450 11,647
12 月 13,271 10,259 2,337 7,922 2,295 394 323 9,283 3,988 166,043 15,551

2019 年  1 月 11,088 7,006 1,799 5,207 2,713 314 1054 6,304 4,783 166,472 9,832
　2 月 12,055 8,533 1,375 7,158 2,966 382 174 8,339 3,716 165,316 12,640
　3 月 37,732 29,551 3,326 26,225 6,349 426 1406 29,178 8,554 181,913 21,085
　4 月 8,183 6,409 1,394 5,015 1,282 369 124 4,853 3,331 － －

建　設　機　械　受　注　実　績 （単位：億円）

年　  　月 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 18 年
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 19 年

1 月 2 月 3 月 4 月

総　      　 額 17,343 17,152 18,346 17,416 17,478 21,535 22,923 1,784 1,906 1,923 1,836 2,132 1,932 1,940 1,921 1,925 1,777 1,864 2,397 1,799
海  外  需  要 12,357 10,682 11,949 10,712 10,875 14,912 16,267 1,309 1,313 1,375 1,250 1,525 1,318 1,356 1,353 1,423 1,270 1,292 1,558 1,250
海外需要を除く 4,986 6,470 6,397 6,704 6,603 6,623 6,656 475 593 548 586 607 614 584 568 502 507 572 839 549

（注）2012 ～ 2014 年は年平均で，2015 ～ 2018 年は四半期ごとの平均値で図示した。
2018 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

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：5月 16 日（木）
出席者：遠藤智委員長ほか 18 名
議　題：①日本基礎技術㈱の技術プレゼ
ン：多機能大口径掘削工法「BG工法」，
超多点注入工法　②各社トピックス：
コベルコ建機㈱「後方超小旋回ショベ
ル SK75SR-7」の製品紹介　③ bauma 
2019 視察報告　④クローラクレーン
フリーモードに関する説明　⑤見学会
について：コベルコ建機㈱見学会の詳
細説明，7月現場見学会の概要説明

■ショベル技術委員会　
月　日：5月 17 日（金）
出席者：西田利明委員長ほか 9名
議　題：①次期燃費基準の件：4/25（木）
開催 作業燃費検討WGの報告　②次
期排出ガス規制対応部会（4/24 開催）
の概要報告　③小型移動式クレーンの
過負荷防止装置について　

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：5月 20 日（月）
出席者：橘伸一委員長ほか 6名
議　題：①R元年度アンケート調査（ト
ンネル工事全般に係わる安全技術）に
ついて　②技術講演会のテーマ，講演
者選定等について　③見学会の候補地
について　④トンネル機械の消火器の
設置要求について（標準部から）

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：5月 22 日（水）
出席者：山口達也委員長ほか 10 名
議　題：①「舗装技術者のための建設機
械の基礎知識（仮称）」の出版の対応
について　②本年度活動計画の内容確
認と役割分担　③現場・見学会の候補
地，実施時期について　④上期総会の
日程と内容について　⑤建設機械施工 
協会 70 周年特集の記事執筆の件　

■原動機技術委員会　　
月　日：5月 23 日（木）
出席者：工藤睦也委員長ほか 17 名
議　題：①前回の議事録確認　②建設機
械の次期燃費基準の件：4/25（木）開
催 作業燃費検討WGの報告　③次期
排出ガス規制対応部会（4/24 開催）
の概要報告　④オフロード法 2014 年
排出ガス規制の各実施要領等について

（2019 年 5 月 1 日～ 31 日）

行 事一覧
の情報交換：少数生産車の基準細目に
ついて　⑤海外排出ガス規制の動向に
関する情報交換：中国 GB4 排ガス規
制に関する情報　⑥その他：油脂技術
委員会より報告（バイオ燃料に関する
最近の話題），GTL燃料の件他

■ダンプトラック技術委員会　　
月　日：5月 30 日（木）
出席者：渡辺浩行委員長ほか 6名
議　題：①各社トピックス：㈱諸岡「ク
ローラ式電源車」の紹介　②安全装置
／システムに関する輪講：「眠気検知
システム」について　③本年度活動計
画の具体的内容について討議　④ホー
ムページ改訂について　

■情報化機器技術委員会　
月　日：5月 31 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 8名
議　題：①環境認識技術の建機適用可能
性に関する議論　②サイバーセキュリ
ティに関する活動の進め方について　
③規制 ･規格の最新情報の共有　④そ
の他情報交換：燃料電池のテスト方法
規格について（標準部会），センサシ
ステム規格（IEC62998）の情報共有
⑤ホームページ改訂について　

建設業部会

■機電交流企画WG

月　日：5月 14 日（火）
出席者：松本清志主査ほか 7名
議　題：①機電職就活パンフについて　
②その他

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：5月 8日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 25 名
議　題：①令和元年 8月号（第 834 号）
の計画の審議・検討　②令和元年 9月
号（第 835 号）の素案の審議・検討　
③令和元年 10 月号（第 836 号）の編
集方針の審議・検討　④令和元年 5月
号～令和元年 7月号（第 831 ～ 833 号）
の進捗状況報告・確認

■新機種調査分科会
月　日：5月 22 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

■建設経済調査分科会
月　日：5月 28 日（火）
出席者：山名至考分科会長ほか 5名
議　題：①主要建設資材の動向（6月号）

の検討（執筆：荒川委員）　②国土強
靭化と公共事業（案）の検討　③その
他

支部行事一覧

北海道支部

■第 8回支部通常総会
月　日：5月 13 日（月）
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 30 年度事業報告（案）
及び決算報告（案）承認の件　②令和
元年度事業計画及び収支予算に関する
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 13 日（月）
場　所：札幌市 センチュリーロイヤル
ホテル
演　題：組織不祥事とコンプライアンス
（なぜ，従業員は規則を破ってしまう
のか）
講　師：北海道大学大学院経済学研究科
教授 谷口勇仁氏

出席者：熊谷勝弘支部長ほか 97 名
■令和元年度除雪機械技術講習会第 2回
（メーカ）打合せ
月　日：5月 16 日（木）
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 7名
内　容：①令和元年度除雪機械技術講習
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 24 日（金）
場　所：札幌市 北海道教育会館ホテル
ユニオン
受講者：118 名
内　容：①平成 31 年度土木工事標準歩
掛の改定概要　②建設機械等損料の基
本と動向　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

■令和元年度除雪機械技術講習会第 3回
（講師）打合せ
月　日：5月 31 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令和元年度除雪機械技術講習

支部行事一覧
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会講習内容について　②その他

東北支部

■第 1回 企画部会
月　日：5月 7日（火）
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 30 年度 事業報告（案）
について　②平成 30 年度 事業決算
（案）について　③令和元年度 役員の
交代について　④令和元年度 表彰に
ついて

■情報化施工技術委員会 第 1回 幹事会
月　日：5月 9日（木）
場　所：東北支部 事務局会議室
出席者：鈴木勇情報化施工技術委員会委
員長ほか 11 名
議　題：2019 年度活動について
内　容：①各セミナー等の担当者決定に
ついて　②委員会，幹事会の活動につ
いて

■第 1回支部運営委員会
月　日：5月 13 日（月）
場　所：仙台市 パレス宮城野
出席者：高橋弘支部長ほか 28 名
内　容：①平成 30 年度 事業報告（案）
について　②平成 30 年度 事業決算
（案）について　③令和元年度役員の
交代について　④令和元年度 表彰に
ついて

■第 7回 東北復興 i-Construction連絡調整
会議
月　日：5月 17 日（金）
場　所：東北地方整備局 会議室
出席者：西尾崇東北地方整備局企画部長
ほか 25 名
内　容：①国土交通本省からの情報提供
②東北地方整備局からの情報提供　　
③関係機関における i-Construction の
取組状況　④福島県 現場支援型モデ
ル事業の取組状況　⑤意見交換　⑥そ
の他 

■令和元年度 第 8回東北支部通常総会
月　日：5月 20 日（月）
場　所：仙台市 仙台ガーデンパレス
出席者：支部会員 119 社（委任状 63 社，
議決権総数 146 社）

出席者総数：高橋支部長ほか 109 名　
内　容：①平成 30 年度 事業報告につい
て　②平成 30 年度 事業決算について
③令和元年度 役員の交代（案）につ
いて　④令和元年度 事業計画（案）
について　⑤令和元年度 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）　⑧特別
講演「i-Construction で共に実現する
建設業働き方改革」講師：上坂克巳（国
土交通省東北地方整備局 副局長）

■令和元年度 阿武隈川総合水防演習
月　日：5月 26 日（日）
場　所：福島県郡山市冨久山町福原地先 
阿武隈川左岸河川敷
参加者：菊地身智雄国土交通省技監ほか
約 1400 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

北陸支部

■令和元年度第 1回運営委員会
月　日：5月 14 日（火）
場　所：アートホテル新潟駅前
出席者：丸山支部長ほか 22 名
議　題：①平成 30 年度事業報告（案）
及び決算（案）について　②支部監査
役監査報告について　③優良建設機械
運転員・整備員表彰（案）について　
④令和元年度事業計画及び予算につい
て

■北陸支部第 8回通常総会
月　日：5月 14 日（火）
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 114 社
議　題：①平成 30 年度支部事業報告及
び決算報告に関する件　②令和元年度
事業計画及び収支予算に関する件
記念行事：①永年継続会員等の表彰　　
②優良建設機械運転員並びに整備員の
表彰　③記念講演

■庄川・小矢部川総合水防演習
月　日：5月 18 日（土）
場　所：富山県高岡市出来田地先
出席者：堤事務局長，CMI 佐野部長　
展示内容：H30 年度製作した「流水体験
装置」の組立・解体の技術指導

中部支部

■第 8回支部通常総会
月　日：5月 13 日（月）
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 30 年度事業報告及び決
算報告承認の件　②令和元年度事業計
画及び収支予算承認の件等

■ 2019年豊川・矢作川連合水防演習・広
域連携防災訓練
月　日：5月 19 日（日）

出席者：原一儀災害対策部会長，永江豊
事務局長
場　所：愛知県豊田市矢作川右岸豊田大
橋河川敷
内　容：豊川・矢作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，当支部会員の協力を得てUAV及
びレーザ測量機器等の展示，地盤改良
及びブロック等のパネル展示を行った

■第 9回南海トラフ地震対策中部圏戦略
会議
月　日：5月 30 日（木）
出席者：原一儀災害対策部会長
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：「令和元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 8回 ICT導入普及研究会総会
月　日：5月 31 日（金）
出席者：安江規尉運営委員，永江豊事務
局長
場　所：名古屋合同庁舎第 2号館
内　容：建設 ICT 導入普及研究会活動
報告等

関西支部

■建設用電気設備特別専門委員会（第 452

回）
月　日：5月 14 日（火）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①「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　②その他

■支部通常総会
月　日：5月 16 日（木）
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 95 名
議　題：①平成 30 年度事業報告及び決
算報告の件　②令和元年度事業計画及
び収支予算の件　③本部事業概要報告
④令和元年度会長表彰　⑤優良建設機
械運転員等表彰
講　演：「Die 革命 医療完成時代の生き
方」講師：埼玉医科大学客員教授　奥
真也氏

■「緊急災害応急対策業務に関する協定」
に関わる災害時機械関係業務の現場対応
訓練
月　日：5月 31 日（金）
場　所：近畿地方整備局 近畿技術事務
所
出席者：57 名
内　容：①災害対策に関する講義　②操
作訓練　③意見交換
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中国支部

■第 8回支部通常総会
月　日：5月 20 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 73 名
議　題：①平成 30 年度事業報告につい
て　②平成 30 年度決算報告について
③令和元年度事業計画（案）について
④令和元年度収支予算（案）について
⑤本部事業概要及び事業計画説明　　
⑥本部感謝状贈呈　⑦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 冨樫篤英氏

■令和元年度「建設の機械化施工優良技術
者」表彰式
月　日：5月 20 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 2名，管理部門
3名，技術開発部門 1名　計 6名

■記念講演会
月　日：5月 20 日（月）
場　所：ホテルセンチュリー 21 広島
演　題：小規模現場での ICT 技術活用
による生産性向上

講　師：㈱加藤組 取締役土木部長 原田
英司氏

■第 2回施工技術部会
月　日：5月 31 日（金）
場　所：広島YMCA会議室
出席者：齋藤実部会長ほか 6名
議　題：① i-Con 関係行事の推進とその
体制について　②令和元年度道路除雪

講習会（案）の企画について　③その
他懸案事項

四国支部

■ R元第 1回運営委員会
月　日：5月 16 日（木）
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 24 名
内　容：① H30 年度事業報告に関する
件　② H30 年度決算報告に関する件
③ H30 会計及び業務監査報告に関す
る件

■四国支部第 8回（R元年度）通常総会
月　日：5月 16 日（木）
場　所：ホテル「マリンパレスさぬき」（高
松市）
議決権総数：126 社
出席社数：114 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 117
名
議　題：①第 1 号議案 H30 年度事業報
告承認の件　②第 2 号議案 H30 年度
決算報告承認の件　③第3号議案 H30
年度会計及び業務監査報告に関する件
④第 4 号議案 R 元年度事業計画に関
する件　⑤第 5 号議案 R 元年度収支
予算に関する件　⑥その他：1）H31
年度本部等事業概要説明，2）永年会員，
優良建設機械運転員・整備員等表彰，3）
特別講演「ICT 施工機器とその遠隔
操作技術」講師：西尾レントオール㈱

山口秀樹氏

九州支部

■ R元年度第 1回運営委員会
月　日：5月 15 日（水）
場　所：福岡リーセントホテル
出席者：松嶋支部長ほか 25 名
議　題：① H30 年度事業報告及び決算
報告　② R元年度事業計画及び収支
予算　③ R元年度支部役員の選任　
④ R元年度優良建設機械運転員等表
彰

■第 8回通常総会
月　日：5月 15 日（水）
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 H30 年度事業報告及び決算
報告　② R元年度事業計画及び収支
予算　③R元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 15 日（水）
場　所：福岡リーセントホテル
表彰者：団体 3社，個人 10 名
■九州建設技術フォーラム 2019実行委員
会
月　日：5月 20 日（月）
出席者：永溝茂事務局長
議　題：①「九州建設技術フォーラム
2018」の開催結果について　②「九州
建設技術フォーラム 2019」の開催方
針について
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北 　 陸 　 支 　 部〒 950-0965 新潟市中央区新光町 6-1  電話（025）280-0128
中 　 部 　 支 　 部〒 460-0002 名古屋市中区丸の内 3-17-10  電話（052）962-2394
関 　 西 　 支 　 部〒 540-0012 大阪市中央区谷町 2-7-4  電話（06）6941-8845
中 　 国 　 支 　 部〒 730-0013 広島市中区八丁堀 12-22  電話（082）221-6841
四 　 国 　 支 　 部〒 760-0066 高松市福岡町 3-11-22  電話（087）821-8074
九 　 州 　 支 　 部〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-4-30  電話（092）436-3322

梅雨の真っただ中の季節でござい
ますが，読者の皆様はいかがお過ご
しでしょうか？
最近，大阪において G20 サミッ
トが開催され，G7 のほか中国，ロ
シア，トルコ，ブラジルなど多くの
首脳が来日し，首脳会議や関係閣僚
会合などが開催されました。サミッ
トの規模の大きさに，今回本当に驚
かされました。サミットでは，本号
のテーマにもある「AI」も取上げ
られました。安倍総理から，第2セッ
ション「イノーベーション」におい
て，デジタル時代のルールづくりを
進めていきたいとの提案に対し，各
首脳からその重要性の発言があった
ということです。
さて，本号は初めてAI，IoT, ビッ
グデータに焦点を当てた特集です。
今回の第 3次AIブームにおいて，建
設業の出遅れた感は否めなかったで
すが，ここに来て取組みが増えてき
ました。先行していた維持管理部門
については，今回は取上げていませ
ん。【巻頭言】は，コマツ執行役員の
四家本部長から，「施工のデジタルト
ランスフォーメーションで実現する未
来の建設現場」と題し，未来の工事

はもちろん，災害対応，社会インフ
ラ維持のためにはすべての建設現場
を安全で生産性の高いスマートでク
リーンなものにして，もっと多くの人
材が建設業界に集まることの必要性
について執筆をいただきました。【行
政情報】は，「データ活用による建設
現場の生産性向上」「地理院地図」に
ついて，【技術報文】では，CEATEC
（幕張）の施工デモ，A4CSEL，深層
学習／ CNNによる油圧ショベル制
御，トンネルへのAI 活用，MMS，
MR等の注目されているホットな話
題を紹介できました。また，【交流
の広場】は，軍事情報化技術 C4I か
ら ICT施工の未来を覗いています。
尚，表紙写真はMINExpo2016 で展
示されたキャブレスの「Innovative 
Autonomous Haulage Vehicle」で，
2020 年迄の実用化を目指している
そうです。このような本特集号から，
読者の皆様には益々加速している技
術の進化を感じ取っていただければ
幸いと存じます。
最後になりますが，ご多忙の中，
快く執筆を引き受けてくださった皆
様と仲介の労をとって下さった方々
に厚く御礼申し上げます。ありがと
うございました。
  （岡本・中川）

8 月号「国内・海外の鉄道工事，都市高速鉄道特集」予告
・「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画 2018」を決定　・新技術によりシールド工法
と SENS の併用を実現　・今年度の鉄道建設業務と九州新幹線（武雄温泉 - 長崎間）の駅デザイ
ン　・日本のODAで建設が進む，ホーチミン市都市鉄道 1号線　・ミャンマーで施工監理担当
の鉄道整備事業が起工　・山手線 30 番目の駅として，2020 年春の暫定開業を目指して JR東日本
が田町―品川間に建設中の新駅（高輪ゲートウェイ）　・東海道新幹線における土木構造物の維
持管理および大規模改修による予防保全　・メンテナンスの革新　・北陸新幹線九頭竜川橋りょ
うの施工　・営業線直下における 4線地下式の線増連続立体交差化工事　・渋谷駅改良工事にス
トランド場所打ち杭工法を採用　・鉄道工事に利用される軌陸機械　・地震検知から最短 1秒で
警報出力 地震時に迅速に列車を減速・停止させる
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の広告は  有限会社 サンタナ アートワークスまでお申し込み、お問い合せ下さい。
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【年間購読ご希望の方】
①お近くの書店でのお申込み・お取り寄せ可能です。　②協会本部へお申し込みの場合「図
書購入申込書」に以下事項をもれなく記入のうえFAXにて協会本部へお申込み下さい。
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