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巻頭言 建設工事における最近の労働災害防止対策
●  関東地方整備局における工事事故防止「重点的安全対策」
●  建設現場の安全対策に向けた取組

行政情報

札幌市の雪対策交流の広場

● 建設現場における大型ダンプトラックの自動運転実証実験
●  工事用機械遠隔監視システム℃（ドシー）を活用した

故障予防保全活動の取り組み
● 遠赤外線カメラとAI を用いた人物検知システムの開発
● 多機能機械「マルチジャンボ」の開発
● 穿孔作業の集中管理による山岳トンネルの発破の高度化　他

技術報文
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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 55,000（3年間） 49,500（3年間）

非会員 66,000（3年間） 60,500（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

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

発売のご案内

2019年版　内容

・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　53,900円（本体49,000円）

会員価格　45,100円（本体41,000円）

（注）送料は1冊900円（複数冊の場合別途）

価　　格（消費税10％含む）



2/2

〒980-0014　仙台市青葉区本町3-4-18　太陽生命仙台本町ビル5F

2019年版

令和

2-4-30 いわきビル



1/1



1/2



2/2



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 3年 5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  3 年 5 月 橋梁架設工事の積算　令和 3年度版 11,000 9,350 900
  2 R  3 年 5 月 令和 3年度版　建設機械等損料表 8,800 7,480 700
  3 R  3 年 1 月 情報化施工の基礎　～ i-Construction の普及に向けて～ 2,200 1,870 700
  4 R  2 年 5 月 よくわかる建設機械と損料　2020 6,600  5,610  700
  5 R  2 年 5 月 橋梁架設工事の積算　令和 2年度版※ 11,000 9,350 250
  6 R  2 年 5 月 大口径岩盤削孔工法の積算　令和 2年度版 6,600  5,610  700
  7 R  2 年 5 月 令和 2年度版　建設機械等損料表 8,800  7,480  700
  8 R 元年 9月 大口径岩盤削孔工法の積算　令和元年度版 6,600  5,610  700
  9 R 元年 6月 日本建設機械要覧 2019 年電子書籍（PDF）版 66,000  55,000  －
10 R 元年 6月 建設機械スペック一覧表 2019 年電子書籍（PDF）版 60,500  49,500  －
11 R 元年 5月 橋梁架設工事の積算　令和元年度版※ 11,000  9,350  250
12 R 元年 5月 令和元年度版　建設機械等損料表 8,800  7,480  700
13 H31 年 3 月 日本建設機械要覧　2019 年版 53,900  45,100  900
14 H30 年 8 月 消融雪設備点検・整備ハンドブック 13,200  11,000  700
15 H30 年 5 月 よくわかる建設機械と損料  2018 6,600  5,610  700
16 H29 年 4 月 ICTを活用した建設技術（情報化施工） 1,320  1,100  700
17 H28 年 9 月 道路除雪オペレータの手引 3,850  3,080 700
18 H26 年 3 月 情報化施工デジタルガイドブック【DVD版】 2,200  1,980  700
19 H25 年 6 月 機械除草安全作業の手引き 990  880  250
20 H23 年 4 月 建設機械施工ハンドブック　（改訂 4版） 6,600  5,604  700
21 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷　　 3,300  700
22 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷【CD】 3,300  250
23 H22 年 7 月 情報化施工の実務 2,200  1,885  700
24 H21 年 11 月 情報化施工ガイドブック 2009 2,420  2,200  700
25 H20 年 6 月 写真でたどる建設機械 200 年 3,080  2,608  700
26 H19 年 12 月 除雪機械技術ハンドブック 3,143  700
27 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 3,520  2,933  700
28 H17 年 9 月 建設機械ポケットブック　（除雪機械編） 1,048  250
29 H16 年 12 月 2005 「除雪・防雪ハンドブック」 （除雪編）※ 5,238  250
30 H15 年 7 月 道路管理施設等設計指針（案）道路管理施設等設計要領（案）※ 3,520 250
31 H15 年 7 月 建設施工における地球温暖化対策の手引き　 1,650  1,540  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） 1,980  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） 1,980  700
34 H15 年 6 月 地球温暖化対策　省エネ運転マニュアル  550 250
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） 6,600  6,160  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） 2,724  2,410  700
37 H11 年 10 月 機械工事施工ハンドブック　平成 11 年度版 8,360  700
38 H11 年 5 月 建設機械化の 50 年 4,400  700
39 H11 年 4 月 建設機械図鑑 2,750  700
40 H10 年 3 月 大型建設機械の分解輸送マニュアル※ 3,960  3,520  250
41 H9 年 5 月 建設機械用語集 2,200  1,980  700
42 H6 年 8 月 ジオスペースの開発と建設機械 8,382  7,857  700
43 H6 年 4 月 建設作業振動対策マニュアル 6,286  5,657  700
44 H3 年 4 月 最近の軟弱地盤工法と施工例 10,266  9,742  700
45 Ｓ 63 年 3 月 新編　防雪工学ハンドブック【POD版】 11,000  9,900  700
46 Ｓ 60 年 1 月 建設工事に伴う濁水対策ハンドブック※ 6,600  250
47 建設機械履歴簿  419  250

48 毎月　25 日 建設機械施工 880  792  700
定期購読料　年12冊　9,408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」から「図書購入申込書」をプリ
ントアウトし，必要事項をご記入のうえ，FAXまたはメール添付してください。
※については当協会HP　http://www.jcmanet.or.jp の出版図書欄をご参照ください。

消費税 10％



特　　集
建設施工における事故・ミス・
トラブル防止

巻頭言 4 建設工事における最近の労働災害防止対策
田中　正晴　�建設業労働災害防止協会　専務理事

行政情報 5 関東地方整備局における工事事故防止「重点的安全対策」
伊藤　克雄　� 関東地方整備局　企画部技術調査課　課長補佐 

現）関東地方整備局　利根川下流河川事務所　事業対策官

10 建設現場の安全対策に向けた取組
KY 活動に資する工事事故事例の提示手法，施工データの取得
山口　悟司　� 国土交通省　国土技術政策総合研究所　社会資本マネジメント研究センター　社会資本システム研究室 

主任研究官

特集・�
技術報文

16 コンクリート壁面の健全性診断
ドライアイスを用いたコンクリート壁面診断システム
板倉　賢一　�室蘭工業大学大学院　特任教授，名誉教授

22 安全強化型ミニ・クローラクレーンの紹介
金井　俊幸　�古河ユニック㈱　営業企画部　販売促進課　主務

27 法面工事の機械化で事故災害を防止する
ロボショット，リモートスカイドリルを開発
中田　　隼　�ライト工業㈱　開発本部　機械統括部　機械部　開発担当

31 建設現場における大型ダンプトラックの自動運転実証実験
運転自動化レベル４相当の自動運転ダンプトラックによる有人ダンプトラックと
の混在走行を実証
岡本　邦宏　�大林組　西日本ロボティクスセンター　施工技術部　技術開発課　職員
岩下　正剛　�大林組　西日本ロボティクスセンター　施工技術部　技術開発課　担当部長
中川　遥稀　�大林組　西日本ロボティクスセンター　施工技術部　技術開発課　職員
柳　　拓也　�日野自動車　自動運転技術研究部　企画グループ　主幹

36 道路建設機械における安全への取り組み
接触事故防止装置の紹介
森　　康行　�大成ロテック㈱　生産技術本部　機械部　機械技術センター　主任
佐藤　俊輔　�大成ロテック㈱　北海道支社　機械室　係長
神之田侑吾　�大成ロテック㈱　生産技術本部　機械部　機械技術センター

40 工事用機械遠隔監視システム℃（ドシー）を活用した故障予
防保全活動の取り組み
清水　孝則　�㈱竹中工務店　大阪本店　西日本機材センター　開発グループ

46 ICT 施工の災害防止効果・効率的な過積載対策・3D データ
の活用　一二峠川砂防堰堤工事
小谷　周一　�石井建材㈱　管理チームリーダー

50 遠赤外線カメラと AI を用いた人物検知システムの開発
建設機械の接触災害を防ぎ，作業員の安全を守る
本木　章平　�戸田建設㈱　技術開発センター　施工革新ユニット　ICT情報化施工チーム　主任

54 覆工コンクリートの機械化・自動化による省人化技術の開発
と実施工への導入
松澤　郷至　�前田建設工業㈱　中部支店　尾鷲第 4トンネル作業所　現場代理人（現　経営革新本部　事業変革室）

目　　次

http://www.jcmanet.or.jp/
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59 多機能機械「マルチジャンボ」の開発
山岳トンネルでの切羽作業の安全性と生産性の向上を目指す
野正　裕介　�㈱フジタ　機械部
浅沼　廉樹　�㈱フジタ　機械部　上級主席コンサルタント
能代　泰範　�古河ロックドリル㈱　生産本部　開発設計部　主席技師長

66 小断面トンネル機械の遠隔操作における距離計カメラの導入
坂西　孝仁　�㈱熊谷組　土木事業本部　機材部　担当部長
宮川　克己　�㈱熊谷組　土木事業本部　機材部　部長
手塚　　仁　�㈱熊谷組　土木事業本部　トンネル技術部　部長

71 穿孔作業の集中管理による山岳トンネルの発破の高度化
谷口　　翔　�安藤・間　建設本部　先端技術開発部　土木技術開発グループ　グループ長
天童　涼太　�安藤・間　建設本部　土木技術統括部　技術第三部　トンネルグループ
池村　幹生　�安藤・間　建設本部　先端技術開発部　土木技術開発グループ

交流のひろば 77 札幌市の雪対策
～現状と課題，地域における市民との協働の取組み～
浜岸　俊也　�札幌市　豊平区土木部　維持管理課　課長

ずいそう 81 オランダ駐在私記
潤間　俊介　�古河ユニック㈱　海外営業部　部長

83 ありがとうイチロー
山原　茂樹　�コマツカスタマーサポート㈱　北海道カンパニー　社長

部会報告 85 ジック㈱自動運転技術見学会報告
機械部会　情報化機器技術委員会

88 新工法紹介　機関誌編集委員会

90 新機種紹介　機関誌編集委員会

統計 92 令和 3 年度　公共事業関係予算
99 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

100 行事一覧（2021 年 3月）

104 編集後記（小六・京免）

◇表紙写真説明◇

山岳トンネル施工現場での全自動ドリルジャンボ
写真提供：古河ロックドリル

・撮影時期：2020 年 9 月
・撮影場所：北海道新幹線工事（後志トンネル落合工区）
・古河ロックドリル　全自動ドリルジャンボ　J32RX-Hi ROBOROCK Ⓡ

トンネル現場の建設施工におけるミス，トラブル防止として「ICT 活用」が進んでおり，「全自動ジャ
ンボ」を北海道新幹線工区に導入している。

2021年（令和 3年）5月号 PR目次
【ア】 
㈱アイデック………………… 後付 2
朝日音響㈱…………………… 表紙 3

【カ】
コベルコ建機㈱……………… 後付 1
コマツカスタマーサポート㈱
………………………………… 表紙 4

【タ】
大和機工㈱…………………… 表紙 2
【マ】
マルマテクニカ㈱…………… 後付 3

三笠産業㈱…………………… 後付 4
【ヤ】 
吉永機械㈱…………………… 表紙 2
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巻頭言

建設工事における
最近の労働災害防止対策

田　中　正　晴

建災防では，第 13 次労働災害防止計画に基づき，
第 8次建設業労働災害防止計画を策定し対策を推進し
ております。この稿では，この中期計画をベースとし，
特に令和 3年度において取り組みを進めようとする事
項について紹介します。
第一に，建築物の解体 ･改修における石綿ばく露対
策の推進です。石綿の全面禁止以前には，建築物等に
石綿含有建材が使用されており，その解体及び改修の
ピークを迎えつつあることから，工事開始前の石綿の
有無の調査及び届出について石綿障害予防規則の改正
が行われました。石綿含有建材の有無等を事前に確認
することが義務となりましたので，施行される令和 5
年 10 月までに，事前調査担当する調査者を育成する
講習を全国的に展開することが急務となっております。
そのため，一般建築物等を対象とする調査者育成用の
テキストを策定すると共に，建災防都道府県支部での
講習を実施するために，体制整備を進めております。
第二にずい道等建設工事における粉じん対策の推進

です。粉じん障害防止規則及び「ずい道等建設工事に
おける粉じん対策に関するガイドライン」において，
①換気装置等による換気の実施の充実，②粉じん濃度
等の測定，測定結果の評価，評価に基づく措置の見直
し，③ずい道等の掘削等作業主任者の職務の追加等の
改正が行われました。特に，掘削時の粉じん濃度目標
レベルが 3 mg/m3 から 2 mg/m3 と変更され，概念も
ピーク時の管理から一連の掘削作業における時間及び
空間平均による管理に変わりました。建災防では関係
者に活用されていた「ずい道等建設工事における換気
技術指針」の改定作業を行い，新たな対応を周知する
こととしております。
第三が建設現場における化学物質対策です。建設業

においては，爆発 ･火災等の危険性，急性毒性につい
ては，一定の理解が進んでいると思いますが，化学物
質による慢性的な毒性についてあまり関心が払われて
いませんでした。しかしながら，特定化学物質障害予

防規則を軸とする労働安全衛生法令の改正により，化
学物質の規制が建設工事にも及んでおります。MOCA 
（3.3’-ジクロロ -4.4’-ジアミノジフェニルメタン ;ウレタ
ン硬化剤）の特殊検診項目追加，アスファルト，ポル
トランドセメントのリスクアセスメント等の対象化，
溶接ヒュームの特定化学物質第 2類物質指定等です。
化学物資に関する情報をしっかりと咀嚼出来ない中で，
今後は色々な形で規制対象の有無に関係なく，そして
急性，慢性毒性に関わらず建設現場に入ってくること
は確実です。化学物質の特定とその危険有害性のリス
クアセスメントさらにはその防護策について対応する
ため，建設業においても体制を整える必要があると言
う認識の下，その検討を進めることとしています。
第四は，建災防独自の取組である「新ヒヤリハット
報告」についてです。建設業のメンタルヘルス対策に
ついては，独自の「建災防方式健康KYと無記名スト
レスチェック」から職場環境改善の推進を進めるとい
う対策を進めています。さらにメンタルヘルス対策が，
労働者の不安全行動とされていた事象の労働災害への
処方箋としての有効性が確認され，その延長線上で，
レジリエンスの発想の導入，労働災害が事前に回避さ
れた事象としてのヒヤリハットの位置づけの見直を行
いました。一方で，従来の労働災害防止対策である
SafetyⅠ（危険を排除することによる対策）とSafety
Ⅱ（危険の存在を前提とした上での対策）の二つの視
点がある中で，両者を統合させた対策の手法として「新
ヒヤリハット報告」の確立を図っています。今年度は
これを広めたいと考えております。
上記以外にも，建災防では労働災害防止に役立つ
ICT 技術の活用に関するデータベースの公開，中小
の建設事業場向けのコンパクトコスモスの展開等も進
めております。今後とも，建災防の活動に皆様のご理
解ご協力をお願い申し上げます。

─たなか　まさはる　建設業労働災害防止協会　専務理事─
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行政情報

関東地方整備局における工事事故防止 
「重点的安全対策」

伊　藤　克　雄

関東地方整備局では，平成 13 年度より「重点的安全対策」を定め，工事事故防止に努めている。
重点的安全対策は，過年度に多く発生している工事事故発生形態を踏まえ，重点的に安全対策を講じる
べき事項を記載しており，管内関係事務所を通じて受注者に通知するとともに，関係業団体に会員会社へ
の周知を依頼し，工事安全対策の向上に努めている。本稿では，重点的安全対策について紹介する。
キーワード：工事事故，工事事故防止，安全対策

1．はじめに

関東地方整備局では，例年，重点的安全対策を策定
している。令和 3年度重点的安全対策は，令和 2年度
に事故が多発し，重大事故が発生した 6つの作業形態
について重点的安全対策として策定した。
Ⅰ．架空線等の損傷事故防止
Ⅱ．建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
Ⅲ．資機材等の下敷きによる人身事故防止
Ⅳ．足場・法面等からの墜落事故防止
Ⅴ．地下埋設物の損傷事故防止
Ⅵ．第三者の負傷・第三者車輌等に対する損害
記載にあたっては過年度に発生した事故の発生原因

を分析し，安全対策が不十分であったもののうち多発
しているものについて重点的に安全対策を講じるべき
事項として記載している。本稿では，上記の重点的安
全対策について，過去の事故事例，重点的安全対策の
記載内容，現場の対策例を紹介する。

2．重点的安全対策

（1）架空線等の損傷事故防止
（a）事故事例
掘削作業により発生した土砂を仮置き場へ搬出し，

現場へ戻ろうとした際，荷台を下げ忘れていることに
気づかずダンプアップのまま発進したため，仮置き場
出入口上空の架空線に接触した。仮置き場には門型
ゲートや三角旗，防護カバーなどの架空線の接触防止
措置がされておらず，誘導員の配置も行っていなかっ
た。

（b）重点的安全対策
①事前確認及び周知・指導の徹底
架空線等の種類，位置（場所，高さ等），管理者を
確認し，オペレータ等の作業員へ周知，チェックリス
ト等を用いて作業時の注意事項について指導を徹底す
る。準備作業時，予定外作業時及び土砂仮置き場等の
工事現場から離れた場所までの運搬作業時においても
架空線等の存在を失念しないよう周知を徹底する。
②目印表示等の設置
架空線に注意が向くよう目印表示等を設置，防護カ
バー，高さ制限装置の設置等の保安措置を行い，工事
関係者に対して注意喚起を徹底する。
③適切な誘導
架空線等周辺における建設機械等の作業において
は，誘導員を配置し合図を定めて誘導することを徹底
する。
④アーム・荷台等は下げて移動
架空線等付近にてバックホウ，ダンプトラック，移
動式クレーン等の建設機械を移動するときは，アーム
や荷台・ブームを下げるよう指導を徹底する。
（c）現場の対策例
のぼり旗，三角旗，防護カバーや門型ゲートの設置
例を示す。また，現場作業環境により，上記の表示が
見えにくくなる現場において，上記に加えてオペレー
タから視認しやすいよう，吊り上げ資材に架空線注意
の表示を設置した事例もある（写真─ 1～ 3）。

（2）建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
（a）事故事例
バックホウと手元作業員による掘削作業において，

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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地山とバックホウのバケットの間に作業員が挟まれて
負傷した。作業手順では誘導員がバックホウオペレー
ターに合図を行い，バックホウが停止してから作業員
が掘削箇所に入る手順であったが，バックホウオペ
レーターは運転に集中しており誘導員の合図に気づか
ず，誘導員はオペレータが合図を見過ごしたことに気
がつかずに掘削箇所に作業員を入れてしまった。

（b）重点的安全対策
①適切な施工機械の選定及び使用
周辺状況や現場条件を事前に確認し，適切な施工機
械を選定する。建設機械の能力を超えた使用，安全装
置を解除しての使用の禁止を徹底する。特に移動式ク
レーンにおいては機体は水平に設置し，アウトリガー
の適切な使用を徹底する。オペレータに対して，操作
方法について十分な教育を行い，適切な作業を実施す
る。
②誘導員の配置
路肩・法肩等危険な場所での建設機械作業や人と建
設機械との共同作業となる場合には誘導員を適正に配
置し，誘導方法・合図等を確認し作業することを徹底
する。
③作業員に対する作業方法の周知
作業実施前に作業員に対し，建設機械の転倒，接触
等を防止するために必要な作業手順を周知・徹底す
る。建設機械のオペレーターに対して操作手順，運転
時の注意事項に関する十分な教育指導を行う。
（c）現場の対策例
バックホウと作業員の共同作業となる場合には，誘
導員による合図の徹底に加え，掘削箇所に作業員が入

写真─ 1　注意喚起の事例

写真─ 2　門型ゲート設置の事例

写真─ 3　吊り上げ資材に架空線注意の表示を設置した事例

写真─ 4　立ち入り禁止区域の明示を行った事例

写真─ 5　重機稼働範囲と運搬路の分離を明示した事例
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る前にバックホウを後退させ停止したことを確認する
ことを徹底した事例がある。
建設機械と作業員の接触防止のために，立ち入り禁

止区域の明示や，工事車両と作業員通路の分離や横断
歩道設置の事例を示す（写真─ 4～ 6）。

（3）資機材等の下敷きによる人身事故防止
（a）事故事例
開口部付近の資材が落下し，下で作業をしていた作

業員の頭に直撃し負傷した。負傷した作業員は汗を拭
くためヘルメットを外していた。
掘削作業行っていた際，隣接する現場打ち側溝の側

壁が崩落し，作業員が負傷した。
（b）重点的安全対策
① 危険性の調査等（リスクアセスメント）の実施と
安全管理活動の徹底
現場における作業行動その他業務に起因する危険性

の調査を実施し，その結果に基づいた労働災害を防止
するために必要な措置を施工計画や作業手順に反映さ
せる。また，その施工計画の安全管理活動として，安
全朝礼，安全ミーティング，安全点検等の実施を徹底
する。
②現場条件に応じた措置の実施
施工中における現場条件等施工計画が一致しない場

合は，速やかにその原因を調査分析し，現場条件を考
慮した施工計画に変更し，適切な施工管理に努めるこ
と。事前調査が困難な場合は，物体の飛来落下等のお
それがあると想定した対策を検討すること。
③飛来落下等の防止対策の徹底
物体の飛来落下等により危険が生じることが想定さ

れる場合は，防網設備設置，立入禁止区域を設定する
等，飛来落下等による危険防止措置を講じることを徹
底する。
物体の飛来落下等の危険を防止するために防護帽を

着用させることを徹底する。
特にクレーン作業の場合においては，吊り荷の直下
のほか，吊り荷の移動範囲内で危険な場所への人の立
入りの禁止について徹底する。また，立入を禁止した
場合には，看板，標識等を設置し，作業員等への周知
を徹底する。
作業床端，開口部，のり肩等の周辺には集積しない
こと。作業床開口部では，幅木等により，落下を防止
する措置を講じること。

（4）足場・法面等からの墜落事故防止
（a）事故事例
開口部を養生していた足場板を作業員 2名で持ち上
げて移動させようとした際，被災者は開口部から墜落
し負傷した。作業箇所は資機材が密集しており，狭隘
な作業となっており，足場板の移動作業の通路を確保
する手順が十分に周知されていないとともに，墜落防
止用器具（安全帯）の装着が徹底されていなかった。
（b）重点的安全対策
①作業方法及び順序の周知
足場・法面等の墜落の恐れのある場所では，工事関
係者に対して墜落制止用器具（安全帯）の着用など，
作業方法や作業手順を周知徹底する。また，作業手順
書等においては，現場条件を十分考慮し，実際に現場
において作業可能なものを検討することを徹底すると
ともに，それに応じた墜落防止対策を講じる。
②墜落防止設備の設置，使用
足場組立，解体時等の施工時に当たっては，足場か
らの墜落・転落災害防止総合対策推進要領及び手すり
先行工法等に関するガイドラインの遵守により，墜落
制止用器具（安全帯）を使用するための親綱等の墜落
防止設備を設置，使用し，安全な足場環境を整備する。
③安全通路の設定，周知徹底
墜落の恐れのある場所では，作業員が安全に移動で
きる通路を確保し，安全通路であることを表示する。
④ ロープ高所作業における危険防止のための関係法
令の遵守
ロープ高所作業を行う場合は，ライフライン設置，
作業計画の策定，特別教育の実施を行う。
（c）現場の対策例
墜落制止用器具（安全帯）の使用事例，防護ネット
等による墜落防止設備の設置事例を示す（写真─ 7，
8）。

写真─ 6　工事車両と作業員通路の分離や横断歩道を設置した事例
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（5）地下埋設物の損傷事故防止
（a）事故事例
地下埋設物について図面の照会を行っていない，あ

るいは図面の照会を行っているにもかかわらず，現地
に埋設物位置を表示しなかったことから，施工時には
埋設物の存在を失念し，地下埋設物を損傷した。
（b）重点的安全対策
①事前調査，試掘の実施
作業前に図面等の照会を行い，施設管理者の立ち会

い依頼を行う。試掘等により地下埋設物の確認を目視
で行い，必要に応じて探査機等による非破壊探査を併
用する。埋設物付近の掘削作業は人力によって先堀を
実施する。チェックリスト等を用いて作業時の留意事
項について指導を徹底する。
②目印表示，作業員への周知
工事関係者に埋設物位置を周知するため，目印表示

等による埋設物位置の明示を行い，作業員への周知を
徹底する。

③監視員の配置
埋設物近接箇所において，バックホウ等の建設機械
のよる掘削作業を行う場合には，必要に応じて監視員
を配置する。
（c）現場の対策例
のぼり旗やカラーコーンを利用した目印表示や探査
機により埋設物事前調査を行った事例を示す（写真─
9～ 11）。

写真─ 8　防護ネット等による墜落防止設備の設置事例

写真─ 9　のぼり旗による目印表示を行った事例

写真─ 10　カラーコーンを利用した目印表示の事例

写真─ 11　探査機により埋設物の事前調査を行った事例

写真─ 7　墜落制止用器具（安全帯）の使用事例
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（6）第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
（a）事故事例
資材置場から現場へ管路を運搬中，交差点で下り右

折レーンから上り線へ転回した際に，下り線第 2レー
ンを走行してきた後続車の右側運転席側サイドミラー
に当該工事車両の荷台からはみ出ていた管路材（直管
5.0 m）の先端が接触した。
（b）重点的安全対策
①適切な交通誘導
工事現場，工事規制帯等には交通誘導員を適切に配

置し，具体的な誘導方法，合図等を確認する。一般公
道へは，あらかじめ定められた場所，方法によって出
入りする。
②交通関係法令の遵守
現道を走行する車両は，交通関係法令（道路交通法，

道路運送車両法，道路法）に適合したものであること。

（7）その他
現地状況を踏まえた作業手順の作成がされていない

事例や作業手順の周知が十分に行われず，工事事故が
発生するケースが多く見られる。また，想定外の作業
が発生したことにより段取りが変更となったことが原
因となっているケースも多い。作業手順の作成と作業
員への周知，段取り替えとなった場合には再度作業計
画を検討し，作業員に周知することが重要である。

3．おわりに

関東地方整備局 HP では，工事事故の事例につい
て，事故概要，発生要因，再発防止策に整理し掲載す
るとともに，SAFETY SUPPORT NEWSとして現場
における取り組み事例を紹介している。
また，架空線近接作業におけるチェックリスト，地
下埋設物に関する作業におけるチェックリストを公表
しているので，当該作業がある場合には活用頂きたい。
これらを安全教育や研修，訓練等に活用して頂ける
と幸いである。

関東地方整備局HP「工事の安全対策」
http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000013.
html

 

［筆者紹介］
伊藤　克雄（いとう　かつお）
関東地方整備局
企画部技術調査課
課長補佐
現）関東地方整備局
利根川下流河川事務所
事業対策官
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行政情報

建設現場の安全対策に向けた取組
KY 活動に資する工事事故事例の提示手法，施工データの取得

山　口　悟　司

建設現場では法令，技術基準及び施工機械の安全性向上等により，労働災害統計（厚生労働省）での労
働災害件数は減少している一方，全産業に対する建設業の死亡災害割合は過去から一貫して高い。
また，建設業では少子高齢化に伴う担い手不足の対策として労働生産性向上が求められている。
そこで，本稿では，国土技術政策総合研究所で実施している現場の安全対策の取組として，（1）KY活
動に資する工事事故事例の提示手法，（2）コンクリート構造物工事を対象とした労働生産性及び安全性に
関係したデータ取得，を紹介する。
キーワード：建設工事，安全対策，KY活動，事故事例，物的労働生産性，作業時間，施工量

1．はじめに

建設業では少子高齢化に伴う建設技術者（以下，技
術者）や建設技能者（以下，技能者）の担い手不足へ
の対策として，労働生産性の向上が求められている。
そこで，国土交通省では平成 28 年（2016）を「生産
性革命元年」と位置づけ，調査・測量から設計，施工，
監督・検査，維持管理までの全ての建設生産プロセス
において抜本的な生産性の向上及び安全性を向上させ
る「i-Construction」に取り組んでいる。例えば，ICT
施工による建設現場の無人化・遠隔施工は，現場への
入場時間の削減等による施工の効率化及び，現場入場
者減少による安全性の向上が期待される。
建設現場では，上記 i-Constrction を含む技術導入

や施工機械の安全性向上のほか，労働安全衛生法等の

法令，土木工事安全施工技術指針（国土交通省）等の
技術指針，個別建設現場での日々の巡視及び点検等，
様々な安全対策が実施されている。これら対策の推進
により，労働災害統計（厚生労働省）での災害件数は
減少している。一方，労働災害における建設業の死亡
件数割合は過去から一貫して高い。
図─ 1に労働災害統計（厚生労働省）での全産業
及び建設業での死亡災害件数を示す。各産業での対策
の推進により，全産業での死亡災害件数は昭和 30 年
代の 7,000 件近くから，平成 31 年／令和元年の 845
名と 1,000 人を切るまでに減少している。しかし，全
産業における建設業の死亡災害割合は常に 3割を超え
ている。直近の平成 31 年／令和元年の死亡者数は労
働災害全体 845 名の 31.8％にあたる 269 名と，全業種
中で死亡災害件数に占める割合は最も高い。

図─ 1　死亡災害件数（全産業及び建設業）

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止



11建設機械施工 Vol.73　No.5　May　2021

また，図─ 2に土木工事業における死亡労働災害
の起因物の割合を示す。起因物とは災害をもたらすも
ととなった機械及び装置などを指す。平成 11 年から
平成21年，平成31年／令和元年での「建設機械等（例．
ブルドーザー，ドラグショベル）」，「動力クレーン等」
及び「動力運搬機（例．トラック，ミキサー車）」（以
下，建設機械類）の合計割合が 38 ～ 49％と半分弱を
占める。これは，「仮設物，建築物，構築物等」（例．
足場，えん堤，橋梁）の 11％～ 17％や，環境等（例．
地山）の 19％～ 33％よりも高い。
さらに，図─ 3に土木工事業における上記建設機
械類の事故の型別の割合を示す。事故の型とは，被災
者が傷病を受けるもととなった起因物が関係した現象
のことを指す。図─ 3より「激突され」及び「はさ
まれ・巻き込まれ」が多い。「激突され」とは，吊り

荷及び動いている機械等，物が主体となって人に当
たった場合を指す。また，「はさまれ，巻き込まれ」と
は，物にはさまれる状態及び巻き込まれる状態でつぶ
され，ねじられる場合を指す（交通事故以外でのひか
れて巻き込まれる場合を含む）。図─ 3より，建設機
械類に対する安全対策としては，現場内の建設機械類
及び技能者の動きのデータ取得が重要と思われる。
現在，国総研では，安全対策に向けた情報提供手法
として，建設現場の安全対策の中でもKY活動に着目
して検討している。また，コンクリート構造物工事の
労働生産性・安全性向上に向けて，施工現場データの
取得を実施している。
本稿では，国総研で現在実施している建設現場の総
合的な安全対策の取り組みとして（1）KY活動に資
する情報提供手法の検討，（2）コンクリート構造物工
事を対象とした労働生産性及び安全性関連のデータ取
得及び分析，を紹介する。

2．KY活動に資する情報提供手法の検討

（1）背景及び目的
本稿では，建設現場の日々の安全対策の中でKY活
動に着目する。KY活動では，元請け技術者及び技能
者（職長）により技能者の当日に予定されている作業
（例．バックホウ掘削，足場組立）で事故に繋がる可
能性のある状況及び対策を確認する。KY活動は，土
木学会安全問題研究委員会安全教育小委員会が 2005
年に実施した「建設業における安全教育に関するアン
ケート調査報告書」にて，現場の安全教育でも有効で
あると評価されている。一方で，同じ作業が続く現場
では確認内容がマンネリ化することもある。
KY活動のマンネリ化解消に向けて，事故に繋がる
可能性のある状況及び対策関係の資料提供，一例とし
て当日の作業中に起こった事故事例の活用が想定され
る。一般的に，大手建設会社では，自社内で保有する事
故事例が多いことから過去の事故事例を利用しやすい
と思われる。一方で，建設業界内の多数を占める中小
建設会社では十分な事故事例を持たないと想定される。
そこで国総研では，KY活動に資する情報提供とし
て，事故事例の提示手法を検討している。

（2）研究概要
（a）事故事例の提示手法の検討
事故事例の提示手法は，工事元請けが一日一回検索
条件を入力し，KY活動の参考となるものである。提
示手法は，大きく分けて以下の 3点から構成される。

図─ 2　死亡災害（土木工事業）起因物割合

図─ 3　建設機械等での事故の型割合（H27～ 29年　3カ年の合計件数）
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①事故事例の選定に用いる入力情報
②当日のKY活動に役立つ出力情報
③当日の作業内容に基づく事例選定手法
本研究で目指す手法概要を表─ 1に示す。
今後，KY活動のマンネリ化解消に向けた事例選定

手法，入力情報，工事元請けの使いやすさを考慮した
出力情報の検討を予定している。
（b）提示する事故事例の分類手法検討
KY活動は作業に関連して実施されるため，（a）で

用いる事故事例は作業名称で分類されていることが望
ましい。そこで，国総研では作業名称による事故事例
の分類手法を検討している。
一案として，地方整備局や都道府県の発注者等が管

内で発生した事故を記載した事故事例集に含まれる事
故発生経緯を対象に，図─ 4に示す共起ネットワー
ク図を作成して，事故発生経緯から作業名称を確認す
る方法を検討している。
図─ 4は事例を分類する作業名称を，ある語と別

の語が同じ文章中に出現する共起にて確認するために

作成する共起ネットワーク図である。共起ネットワー
ク図は，共起関係の強い語が線で結ばれ，その中で特
に強い共起関係の語同士が色別でグループ化される。
現在，作業名称をグループ別の動作及び資機材の接
続関係と定義し，事故事例の分類を，共起ネットワー
ク図から確認された作業名称を構成する動作及び資機
材の 2語の検索による分類を検討している。
今後様々な事故事例集での検証等により，手法を検
討して参りたい。

3． コンクリート構造物工事を対象とした労
働生産性及び安全性関連のデータ取得

（1）背景及び目的
国土交通省では，全ての建設生産プロセスにおいて
抜本的な生産性の向上及び安全性を向上させる
「i-Construction」に取り組んでいる。
一方で，「i-Construction」の目的である労働生産性・
安全性向上には，個別建設現場でのデータに基づく議
論が重要であるが，議論の基となるデータ取得手法が
十分に確立されていない。
また，労働生産性と安全性はトレードオフの関係と
の考え方があるが，トレードオフではなく両者を向上
させる施工方法の検討のためにも，データに基づく議
論が重要である。
そこで国総研では，コンクリート構造物工事のう
ち，プレキャストに比較して生産性向上の取組みに余
地のある現場打ちの橋脚，橋台等に着目し，データ取
得の対象とした。
本稿では，このデータ取得と分析の方向性，活用に
ついて概要を示す。

（2）研究方針
（a）計測対象
データ取得対象の工種を技能者による作業量の多く
を占める鉄筋工，足場工，型枠工とする。
令和 2年度までに，橋台 4基，樋門 2基，橋脚 9基，
ボックスカルバート 1基，砂防堰堤 1基，橋梁上部（床
版・横組工）1基にて，工事発注者及び工事受注者の
同意の上，データ取得を実施している（図─ 5）。
（b）労働生産性
㈶日本生産性本部は労働生産性を「労働投入量 1単
位当たりの産出量・産出額」としている。このことか
ら，単位時間当たりの産出量（施工量）が物的労働生
産性，谷時間当たりの産出額（賃金・利益等の付加価
値額）が付加価値労働生産性と理解し，本データ取得

表─ 1　事故事例提示手法（案）

項目 内容
利用者 工事元請けの現場代理人
目的 毎日実施するKY活動の参考資料
使用時期，回数 毎作業日，作業前のKY活動実施時

入力情報

KY活動前に入力出来る情報かつ事故事例
に記載されている情報
① 工事概要 （橋台，橋梁上部，樋門，堤防等）
②当日の作業内容（鉄筋工，型枠工等）
③天候

出力情報

当日のKY活動に役立つ情報
①工事概要
②事故に起因する作業内容
③事故発生経緯
④事故要因及び対策

事例選定手法
当日の作業内容で参考となる事故事例の提示
※提示する事例のマンネリに留意

図─ 4　共起ネットワーク図抜粋（「事故事例集（岐阜県）」土工 58件）
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では，物的労働生産性に着目してデータ取得を行う。
建設現場の産出量（施工量）は，通常，鉄筋は重量

（t），型枠は面積（m2），足場は掛面積（掛m2）にて
数量が表示される。施工量の簡易な把握を考慮して，
本データ取得では，型枠工や足場工も，鉄筋工同様に
重量（t）を用いることとする建設現場の生産量（施
工量）の考え方として，構造物ヤード（構造物の周辺）
に運び込んだ重量から運び出した重量を差し引いて算
出する。これにより，対象とする物的労働生産性は式
（1）となる。
 物的労働生産性（t／人・時間）＝生産量（施工量）（t）
÷投入量（技能者数×作業時間）（人・時間）…式（1）
（c）安全性
図─ 3より，コンクリート構造物工事で使用する

動力クレーン等が起因物となる事故は，「激突され」
が多い。そのため，クレーン先端と建設技能者の動き

に関するデータ取得を実施する。

（3）データ取得方法
物的労働生産算出で用いる生産量及び投入量，安全
性の検討で用いるクレーンフック挙動，さらにそれら
の結果が生じる施工状況の確認に当たり，建設現場で
取得するデータ項目一覧を表─ 2に示す。
データの取得目的は大きく 4つに分かれる。
1）投入量（①工事日報）
2）生産量（②運搬重量，③クレーン運搬画像）
3） クレーンフック挙動（④クレーン先端 3軸加速
度，3軸角速度，3軸方位（以下，3軸加速度等））

4）施工状況（⑤位置情報，⑥施工映像）
 （a）工事日報
投入量（技能者数×作業時間）計測のため，当研究

室試作の工事日報入力システムを用いる。本システムに

表─ 2　データ取得項目一覧

項目 目的 使用機器 データ内容

①工事日報
投入量

（技能者数×時間）
パソコンまたはスマートフォン 作業内容，作業時間等

②運搬重量
施工量

（クレーン運搬重量）
クレーンスケール 5秒毎の吊り重量

③運搬画像
クレーン状況

（クレーン運搬映像）
タイムラプスカメラ 2秒毎の運搬画像

④ 3軸加速度，
3軸角速度，3軸方位

クレーン状況
（クレーンフックの荷振れ）

慣性計測装置（IMU） 3軸加速度，3軸角速度，3軸方位

⑤位置情報
施工状況

（作業場所及び移動速度等）
受信アンテナ，電波発信タグ 1秒毎の 3次元座標

⑥施工映像 施工状況（現場映像） ビデオカメラ
FHD映像

解像度 1920×1080，10fps（コマ／s）

図─ 5　データ取得コンクリート構造物イメージ
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は，パソコンまたはスマートフォンにより作業開始・終
了の時刻と工種，施工者を選択式で入力する。この結
果，作業日毎の作業内容別の投入量（技能者数×作業
時間）を集計できる（図─ 6）。また，対象工種・作業
日別での実施人数及び作業実施者の確認も可能となる。
（b）クレーン運搬重量
クレーン運搬重量として，クレーン吊り荷重量を用

いる。クレーンの吊り荷重量を無線で自動記録できる
クレーンスケールを使用し 5秒間隔での運搬重量（生
産量）のデータ取得を実施する（図─ 7）。
（c）クレーン運搬画像
（b）で計測した運搬重量を工種別に分類するには，
吊り荷の正確な確認が重要である。このため，吊上げ
ている資材を正確に把握するために，タイムラプスカ
メラをクレーンスケールに接着して 2秒間に 1枚の間
隔で運搬物の撮影を実施する（図─ 7）。
（d）クレーン先端の 3軸加速度等
クレーンを使用した運搬では，吊り荷と作業員との

接触事故を引き起こす要因の一つに，荷振れが想定さ
れる。このため，クレーン先端部に 3軸方向加速度，
3軸周りの角速度，3軸方向の方位を計測する慣性計
測装置（IMU）を接着し，施工時の運搬物の荷振れ
の状態把握を実施する（図─ 8）。
（e）位置情報
位置情報の取得には，タグと呼ばれる 500 円玉大の
機器をクレーンフックと技能者のヘルメットに設置
し，機器が発する電波を複数のアンテナで受信するこ
とで 3次元での位置情報を取得するシステムを使用す
る。クレーンフック及び技能者にタグを接着して計測
する位置情報は，平面図や 3次元図面との重ね合わせ
も可能である。計測精度は水平方向，垂直方向共に±
0.1 ～ 1 m程度，計測間隔は 1秒単位で実施する（図
─ 8）。
（f）施工映像
施工状況やクレーン運搬状況など，他計測データの
検証，補完のために複数のデジタルカメラで施工現場
の動画を 1920×1080 画素，1 秒 10 コマ（10 fps）の
フルHDで撮影・記録する（図─ 8）。

（4）データ取得状況及び分析の方向性
令和 3年 3月末時点で，橋台 4基，橋脚 6基，砂防
堰堤 1基にてデータ取得を完了している。データ取得
が完了次第，順次データ分析を実施する予定である。
図─ 9は，平成 30 年から平成 31 年にかけてデー

タ取得実施した工事での鉄筋工を対象とする投入量及
び生産量を示すグラフである。横軸に投入量（技能者
数×作業時間），縦軸に生産量（施工量＝クレーン運
搬量）として，グラフの傾きが労働生産性（生産量÷
投入量）であり，傾きが急であるほど労働生産性が高
いことを示す。
データ取得実施の工事は，同規模の橋台を，同じ建図─ 6　工事日報入力システム概要

図─ 7　クレーン運搬作業に関する計測項目及び使用機器
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設技術者及び技能者にて一方をラフテレーンクレー
ン，他方を定置式水平ジブクレーン（写真─ 1）にて
施工した工事である。図─ 9より，当該工事ではラフ
テレーンクレーンに比べて定置式水平ジブクレーンの
施工の方が労働生産性は高いという計測結果であった。
今後，労働生産性の変化要因がクレーンの違いによ

るものか，その他の条件によるものかを確認するた
め，取得したデータの分析手法について，以下を想定
している。

第一に，労働生産性について，第一に取得したデー
タを対象工種（鉄筋工，型枠工，足場工）毎に，作業
区分（資材搬入，現場内小運搬，資材固定，加工等）
で分類する。
第二に，工種別の物的労働生産性を算出して，作業
区分毎の作業時間や位置情報，施工映像を用いて，物
的労働生産性に差を生じさせる要因を分析し，対象と
する作業の機械化を含めて，施工における作業区分別
の改善方法を検討する。
また，対象工種及び作業区分別に 3 軸加速度等の
データを分類して，物的労働生産性の変化とクレーン
フック挙動，施工映像より，施工方法と安全性の関係
を分析する予定である。

4．おわりに

国総研では，今回ご紹介した研究を引き続き実施し
て，建設現場の安全性向上に繋がるよう努めて参りた
い。
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コンクリート壁面の健全性診断
ドライアイスを用いたコンクリート壁面診断システム

板　倉　賢　一

コンクリート壁面の診断にドライアイスペレットの衝突音を用いるシステムを開発し，基礎実験および
現場実験を行ってきた。コンクリート面の奥に空隙がある場合，衝突音の周波数スペクトルにその大きさ
等に応じた卓越周波数が現れる。これを的確に検出するためのハードウェアと，AI を用いた診断ソフト
ウェアを開発した。基礎実験の結果および経済性も考慮して診断対象単位領域を定め，そこへ衝突させる
ペレットの量やマイクロフォンとの位置関係などを検討して，ハードウェアを製作した。また，単位領域
の健全性診断では衝突音のスペクトル包絡と主成分分析の固有ベクトルをAI への入力データとすること
で，高い正答率を得ることができた。
キーワード：   コンクリート壁面診断，ドライアイス，ドライアイスペレット，衝突音，スペクトル包絡，

AI，RNN，画像マッチング

1．はじめに

（1）背景
わが国の高度経済成長期に建設されたコンクリート

構造物の多くは耐用年数を過ぎ，その健全性の点検が
各地で行われている。2020 年度の国土交通省による
健全性点検実施数に関する資料では，道路施設として
の橋梁の場合は，管理施設数 726,461 件に対して点検
実施数は 121,547 件（点検実施率約 17％）である。ト
ンネルの場合は，同様に 11,350 件に対して 1,748 件（点
検実施率は約 15％）に過ぎない。このように点検が
なかなか進まない原因としては，低コストで高精度な
検査手法が確立されていないことが挙げられる。超音
波法や電磁波レーダー法は精度が高いが診断に時間を
要し，赤外線法は広域を対象にできるが精度が低い
1）。そのため，広域を対象にできる手法を用いてスク
リーニングを行い，最終的に熟練者が行う打音法で詳
細検証を行う事になる。打音法とは，スクリーニング
で欠陥のある可能性が高い箇所を絞り，その周辺をハ
ンマーで打撃し聴音評価する方法で，熟練技術と診断
に時間を要するが，現在最も確実な方法とされている。
本研究開発では，この打音法の欠点であるハンマー

打撃の熟練性と労力，評価の客観性，コストおよび診
断速度を改善すべく，ドライアイスペレットをコンク
リート壁面に衝突させ，その衝突音をAI（Artificial 
Intelligence：人工知）により診断するシステムの構

築を目指している。図─ 1は，システムの概念図で
ある。トンネルを対象にした例であるが，ドライアイ
スペレットの射出装置と指向性マイクロフォン，衝突
音記録解析用 PC，衝突位置を記録するカメラ等をト
ラックに搭載し，移動しながら診断を行う。ドライア
イスペレットを用いる利点としては，
1） 固体の衝突のため液体や気体に比較してエネルギー
の伝達効率が良い。

2）昇華して周囲を汚さず，片付けが不要である。
3）電気配線等があっても濡らすことがない。
4）コンクリート壁面の洗浄効果が期待できる。
5） ドライアイスペレットのオンサイト供給が可能で
ある。

6） オンサイトでペレット直径や長さの設定が可能で
ある。

図─ 1　コンクリート壁面診断システムの概念図

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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などが上げられる。また，欠点としては液化炭酸ガス
が高価であることや，円筒形以外の形状成型が難しい
点などが上げられる。
以下には，これまで開発したプロトタイプシステム

のハードウェアおよびソフトウェア，室内基礎実験と
トンネル現場試験の結果について紹介する。

2．診断システム

（1）基礎実験
診断システムの開発に当たっては，種々の大きさの

セラミック球やドライアイスペレットをコンクリート
供試体に衝突させる基礎実験を事前に行った 2），3）。図
─ 2は，実験システムとコンクリート供試体の一例
である。ドライアイスペレット等を真空搬送装置であ
る Line Vac（EXAIR 社製）により一定量吸い込み，
ノズルから供試体へ射出する。その際の衝突音を指向性

マイクロフォン（Audio-Technica 製，BP4071L）で検出
し，プリアンプ（ART社製，Tubemp Project Series）
で増幅したのち，AD変換器（Data Translation 社製，
DT9837B，分解能：24 bit，サンプリング周波数：最
大 105.4 kHz）を介してパーソナルコンピュータに取
り込んだ。計測時のサンプリング周波数は40 kHzで，
記録長は 200 k ワードである。 
コンクリート供試体としては，欠陥のないものと，
内部に欠陥を模した円盤状発泡スチロールを埋め込ん
だものを用いて実験を行った。欠陥のある供試体は，
円盤状発泡スチロールの直径や厚さ，表面からの深さ
を変えた数種の供試体を用意した。図─ 3は，健全な
ものも含め4種類の供試体に対するドライアイスペレッ
ト衝突音の振幅周波数スペクトルである。健全な供試
体に比較して，特定の周波数帯域が卓越する結果を得
た。これらの基礎実験で得られた結果をまとめると，
1） 衝突音の卓越周波数は，供試体内に欠陥がある場

図─ 2　ドライアイスペレット衝突実験システムと供試体形状

図─ 3　ドライアイスペレットの衝突音の振幅周波数スペクトル
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合と無い場合で大きく異なった。
2） 欠陥がある場合の卓越周波数は，欠陥部分の円盤
たわみ振動 4）から得られる周波数とほぼ一致し
た。従って，欠陥の位置がコンクリート表面に近
い場合には，衝突音の卓越周波数に着目して欠陥
の有無を推定できる。

3） 衝突させるセラミックス球やドライアイスペレッ
トの質量はその卓越周波数には影響せず，質量が
増すと音圧レベルが高くなることを確認した。

4） 音響計測システムにおいて，衝突箇所からマイク
ロフォンを遠ざけると距離減衰はあるものの，卓
越周波数には変化が見られなかった。

5） 衝突させるセラミックス球やドライアイスペレッ
トの個数を増しても，卓越周波数には影響せず，
個数に応じて音圧レベルが高くなることがわかっ
た。ただし，射出の条件により最適な個数がある。

（2）ハードウェア（プロトタイプ機）
上述の基礎実験の結果を踏まえて，トラックに搭載

可能なプロトタイプ診断装置を製作した。写真─ 1は
装置のパーツを示しており，写真─ 2は装置をトラッ
クに搭載し，ボックスカルバートの診断を行っている
状況を示している。写真─ 1のホッパーにドライア
イスペレットを入れると，フィーダーにより一定量（約
20 g）のドライアイスペレットが射出筒からコンク
リート壁面に打ち付けられる。同時に，衝突音の記録
が始まる。衝突音の記録システムは，基礎実験と同じ
装置で，記録条件も同じである。
射出筒は 4自由度を有し，水平回転角は左右 15 度，

俯角 15 度，仰角 90 度まで可能である。また，スライ
ダーの可動幅は 2.0 m，昇降機の昇降高さは 2.6 m で
ある。射出範囲は横 2.0 m×縦 2.6 m で，現在は射出
筒とコンクリート壁面の距離を 0.8 ～ 1.3 m とし，一

回の射出で 15 cm 四方を診断単位としている。マイ
クロフォンの先端位置は，ドライアイスペレットが衝
突する診断単位面の中心と一定の距離と角度を保つよ
う制御される。
実際の診断では，PCから制御装置に診断単位領域
をもとに診断対象領域の範囲を指定すると，全自動で
射出筒の移動，Line Vac を用いたドライアイスペレッ
トの射出，衝突音の記録が連続してできるようになっ
ている。

（3）AIを用いたソフトウェア
これまでに，上記ハードウェアで記録された衝突音
から欠陥の有無を判別する診断ソフトウェアとして，
周波数解析を中心に種々の方法を検討してきた 5），6）。
以下に紹介する診断方法は最新の方法で，ハードウェ
アの制御プログラムとの連携ができていないため，現
状ではオフラインの診断になる。
（a）健全性の判定
図─ 4は，コンクリート壁面の健全性診断判定のた

めの衝突音解析手順である。AD変換器を介して PC
内に記録された音源から衝突音を切り出し，ケプスト

写真─ 1　診断装置の構成

写真─ 2　診断装置の全体

図─ 4　衝突音の解析手順
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ラム分析によりスペクトル包絡を求める。スペクトル
包絡のデータ数を縮減するために，主成分分析を行い
その固有ベクトルを AI（RNN：Recurrent Neural 
Network）への入力データとした。
図─ 5は，マイクロフォンにより検出された波形
から衝突音のスペクトル包絡を求めるまでの過程を表
している。主成分分析の次元数は，判別の正答率が飽
和する値として 20 を採用した。これが RNNの入力
層ノード数になる。隠れ層は 3層（それぞれのノード
数は，128，64，16 である）で，出力層のノード数は
2である。学習過程では，健全な個所の衝突音と欠陥
のある個所の衝突音，テストデータをランダムに抽出
して学習用データセットをつくり，学習とテストを繰
り返す。その中で最大の正答率を得た学習結果を用い
て，未知の衝突音の判別を行った。図─ 6は，この
学習過程と判別過程を表している。
（b）射出位置の自動取得と判定表示
15 cm四方の診断単位領域の位置座標を診断システ

ムのカメラ画像から自動的に求め，診断結果を合わせ
て表示するソフトウェアを作成した。図─ 7は，診
断ソフトウェアのインタフェース画面である。事前に
診断対象領域のコンクリート壁面画像（トンネルの場
合は展開画像）を用意しておく。図─ 7の場合は，
高さ 1.6 m，長さ 4.6 m のトンネル壁面画像の一部で
ある。この全体画像の中から，診断単位領域のカメラ
画像に相当する位置を画像マッチング手法により抽出
する。図中の枠が検出位置で，その個所は健全と診断

されている。

3．実験結果

（1）大型供試体実験
図─ 8は，屋外実験用のコンクリート供試体である。
1m×0.6 m×0.2 mの右側に直径 0.2 m，厚さ 5 mmの
発泡スチロール円盤を埋め込んでいる。写真─ 3のよ
うに供試体を吊り下げ，健全な個所と欠陥を想定した
空隙個所にドライアイスペレットを衝突させる実験を
行った。この実験ではドライアイスペレットの直径は
9 mmとし，長さや製造メーカの異なるペレットを用
いている。表─ 1は，ペレットの長さが 5 mmから

図─ 5　衝突信号からスペクトル包絡を求める手順

図─ 6　RNNの学習過程と判別
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30 mmと不均一な場合，5 mmから 12 mmでより均
一な場合，異なるメーカーの不均一な場合に分け，そ
れぞれの条件で取得した衝突音の記録数を示してい
る。ペレット長さが不均一の場合の結果が（1）（2）

図─ 7　診断ソフトウェアのインタフェース

図─ 8　大型供試体の形状

写真─ 3　大型供試体を用いた実験の様子

とあるが，実験を行った日が異なるため分けた。また
同表には，それぞれのデータセットからランダムに
80％のデータを学習用に抽出し，残りの 20％のデー
タで RNNによる判別を行った場合の正答率を示して
いる。
この実験の結果，ドライアイスペレットの長さはよ
り均一な方が正答率が高く，診断に好ましいことがわ
かった。

（2）現場実験
写真─ 4は，北海道の Fトンネル内で行った現場

実験の様子である。使用した診断システムおよび条件
は，大型供試体実験の場合と同じである。使用したド
ライアイスペレットは，直径 9 mmで長さが 5 mmか
ら 30 mmの不均一な市販品である。打音検査で健全
とは判断しにくい箇所と，健全な個所に分け，それぞ
れ 19 個の衝突音データを用いて RNNによる判別テ
ストを行った。上述の大型供試体実験での学習データ
を用いて現場データの判別を試みたが，結果は得られ
なかった。そこで新たに現場データで学習を行い判別
したところ，92％の正答率を得た。現場ごとに，既知
のデータを用いて学習する必要があることがわかっ

表─ 1　ドライアイスの条件を変えた大型供試体実験の結果
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た。この現場実験では，供試体実験と異なり欠陥の有
無が不明な個所もあるため，現場における確実なデー
タを用いて学習すれば，より高い正答率が期待できよ
う。

4．今後の計画

現在，本システムを用いた現場実験データの蓄積を
進めている。同時に，開発したソフトウェアを用いて
リアルタイム診断と表示ができるよう調整中である。
また，写真─ 5に示すオンサイトでのドライアイス
ペレタイザーの組み込みも検討中である。この装置は
液化炭酸ガスボンベからドライアイスを作り，押し出
し成型で均一なペレットをフィーダーに供給可能であ

る。これにより，診断精度の向上が期待できる。

5．おわりに

コンクリート壁面の健全性診断に，ドライアイスペ
レットの衝突音を利用するハードウェアとソフトウェ
アについて述べた。現場実験データが少なく評価が十
分にできてはいないが，改善を重ねてきたことにより
着実に実用化に近づいている。オンサイトペレタイ
ザーを搭載した 2号機が完成した場合には，診断精度
の向上のみならず高速壁面診断が可能になると考え
る。これにより，コンクリート構造物の点検が進み，
コンクリート片の剥離事故などが無くなることを期待
したい。
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安全強化型ミニ・クローラクレーンの紹介

金　井　俊　幸

厚生労働省告示第 33 号（クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する
告示）により移動式クレーン構造規格が一部改正され，つり上げ荷重が 3トン未満の移動式クレーンにお
いて，荷重計以外の過負荷を防止するための装置が義務付けられた。本稿では，改正後の構造規格に対応
した安全強化型ミニ・クローラクレーン（以下，「本機」という）の特長と仕様について紹介する。
キーワード：クレーン，小型移動式クレーン，コンパクト，安全性

1．はじめに

ミニ・クローラクレーンとは，コンパクトなボディ
にクローラ（履帯）による走行機能を有し，4本のア
ウトリガを装備した移動式クレーンである。狭い場所
への進入性に優れ，トラッククレーンが入り込めない
建設現場や不整地，屋内作業現場でのクレーン作業を
可能にする。機体のシートに座りながら走行，クレー
ン操作が可能な乗車型（図─ 1）とシートがない非乗
車型（図─ 2）がある。

2．安全性と利便性の向上

（1） 過負荷を防止するための装置【ML（モーメン
トリミッタ）】を標準装備

先述の規格改正のポイントとなる変更内容は，過負
荷を防止するための装置として従来認められていた
「荷重計」が認められなくなり，「定格荷重指示装置（定
格荷重を超えるおそれがある場合に，当該荷の荷重が
定格荷重を超える前に警音を発する機能を有する装
置）」または「定格荷重制限装置（定格荷重を超えた
場合に，直ちに当該移動式クレーンの作動を自動的に
停止する機能を有する装置）」等の装着が義務付けら
れたことである。本規格改正に対応した本機には，定
格荷重指示装置を備えた「ML警報型」と定格荷重制
限装置を備えた「ML停止型」がある。
①ML警報型（図─ 3）
定格荷重に近づくと「予告警報」と「限界警報」の

2段階で警音を発し，注意を促す。
②ML停止型（図─ 4）

2段階の警音に加え，定格荷重を超えた場合に，ク
レーンの作動を自動で停止する。このとき，停止によ
る荷振れを未然に防止するために，過負荷領域に近づ
くにつれてクレーンの作動を徐々に減速させ，ゆっく
りと停止する。 

図─ 1　乗車型ミニ・クローラクレーン

図─ 2　非乗車型ミニ・クローラクレーン

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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ここで注意すべき点は，アウトリガの張出状態やク
レーンの作業姿勢に応じて定格荷重が変化することで
ある。従来機では，作業者が自ら性能表を確認し定格
荷重を読み取る必要があったが，本機では，機体の各
部に取り付けられたセンサー（図─ 5）でクレーンの
作業姿勢（ブーム長さ・角度，旋回位置，アウトリガ
の張出状態）を検出することで，その作業姿勢におけ
る定格荷重を計算し，実際につり上げている荷重と照
合して負荷率を算出する。常時，クレーンの状態を監
視することで，定格荷重の変化にも対応している。

（2） アウトリガの張出状態に応じた性能の自動切
換え

ミニ・クローラクレーンは，機体に装備した 4本の
アウトリガを設置し，機体の安定を保ちながらクレー
ン作業を行う。通常であれば，アウトリガを最大張出
（非乗車型ミニ・クローラクレーンの場合は標準位置
に展開し，アウター角最大およびインナー長最大に張
出）でクレーン作業を行うが，ミニ・クローラクレー
ンの最大の特長ともいえるコンパクトボディと多彩な
アウトリガの張出パターンにより，アウトリガを最大
張出状態にできない現場で使用されることも多い。
このような場合，従来機ではアウトリガの張出状態
を検出しておらず，アウトリガの張出状態に応じて変
化する機体の安定度を考慮できないため，4本のアウ
トリガのうち 1本でも最大張出でない場合，安全のた
めに安定度が得られる作業領域も含めて全ての作業領
域において最小性能（定格荷重が最大張出時に比べて
大幅に低下）で使用する必要があった。
高精度のMLが搭載された本機では，アウトリガ
の張出状態を検出することによりアウトリガの張出状
態（機体の安定度）に応じた定格荷重に自動で切り換
えるため，4本のアウトリガ全てを最大に張り出せな
い現場でも，安定度が得られる領域では最大性能で作
業することができる。すなわち，最小性能でのクレー
ン作業を余儀なくされていた領域でも安定度が得られ
る領域であれば，最大性能での作業が可能となる（図
─ 6）。
また多彩なアウトリガの張出パターン（図─ 7）は，
現場に応じた機体の設置が可能となり，あらゆる作業
現場でクレーン作業が行えるという利点がある反面，
その張出状態によっては作業禁止領域（機体の安定度
が著しく低い領域）が発生してしまうことが課題とし
てあった。本機では，搭載されている液晶カラーディ
スプレイにより，アウトリガを設置する時点でその張
出状態におけるクレーン性能を表示するため，予め作
業禁止領域を把握することが出来る。さらにクレーン
作業時には，作業禁止領域に近づくにつれてクレーン
の作動速度を徐々に減速し，作業禁止領域に入る前に
クレーンの作動をゆっくりと停止させることで転倒事
故を未然に防止する。したがって従来機に対し，安全
を確保した上でクレーン本来の性能を発揮できるよう
になり，作業力が大幅にアップしている。

（3） クレーンの状態を「見える化」する装置を標
準装備

クレーンの状態を可視化することにより，より安全

図─ 3　ML警報型

図─ 4　ML停止型

図─ 5　主なセンサー類
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な作業をバックアップする各装置を本機に標準装備し
ている。
①液晶カラーディスプレイ（図─ 8）
機体の操作レバー付近に搭載されている液晶カラー

ディスプレイは，クレーン操作時に 10 kg 単位でつり
荷重が確認できる他，定格荷重や負荷率などが表示さ
れるため安心して作業が行える。また，アウトリガ操
作時にはアウトリガの張出状態のみならず，アウトリ
ガの張出状態に応じたつり上げ性能（最大性能，中間
性能，最小性能，作業禁止）が作業領域毎に表示（図
─ 9）されるため，現場で作業計画を立てながら機体
を設置することが出来る。その他にもアワーメータや
過負荷履歴等の情報の確認も可能である。
②液晶ラジコン（ジョイスティック式・選択スイッチ

式）（図─ 10）
液晶ラジコン（ジョイスティック式・選択スイッチ
式）の液晶表示部には定格荷重や負荷率などクレーン
のあらゆる情報が常時表示されており，作業者の手元
で確認ができる（図─ 11）。アウトリガの張出・格納
操作（アウトリガの伸縮操作のみ）やエンジンの始動・
停止もラジコンで可能である。特に，独自開発のジョ
イスティック式は，クレーンの 2操作を 1本のジョイ
スティックレバーに集約したもので，左のレバー 1本
でクレーンの旋回とブームの起伏操作を，右のレバー

図─ 6　従来機とのクレーンの性能比較（アウトリガ 1本を最大に張り出せない場合）

図─ 7　アウトリガ張出条件とアウトリガ展開パターン

図─ 8　液晶カラーディスプレイ

図─ 9　液晶ディスプレイ表示内容（乗車型）

図─ 10　液晶ラジコン（左：ジョイスティック式　右：選択スイッチ式）
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1 本でブームの伸縮とフックの巻上・巻下操作をコン
トロールできるため，連動操作がしやすく，思い通り
の操作が可能である。また，ラジコンで使用する周波
数帯は，現場の周辺環境に応じて 1波固定，5波オー
トスキャン，40 波オートスキャンから選択可能であ
る（表─ 1）。オートスキャンでは，近似した周波数
の電波が周辺で使用されている場合，影響を受けにく
い周波数に自動で切り換わるため混信の心配もない。
③ 3色灯（LED）（図─ 12）
クレーンの負荷状態を緑色（通常状態），黄色（予

告警報状態），赤色（限界警報状態）で分かりやすく

表示する。騒音等で警報音が聞こえにくい現場でも，
安全を確認しながらのクレーン作業が可能である。

（4）豊富な製品ラインナップ
本機は作業現場と用途に合わせ，1.73 トン吊りクラ
スから 2.93 トン吊りクラスまで豊富なラインナップ
がある（図─ 13）。
①URW174C シリーズ（1.73 トン吊り／非乗車型）
ダブルタンデムローラの搭載により振動・騒音を軽
減したスムーズ走行を実現。クラス最多のアウトリガ
展開パターンやクラス最小の接地圧により，現場の状
況に柔軟な対応が可能である。
②URW240C シリーズ（2.43 トン吊り／非乗車型）
走行時最大幅 60 cm のコンパクトボディにクラス
最高のパワーとスピードを搭載。作業範囲を拡大する
ロングブームや安定性を高める 180 mm幅のクローラ

表─ 1　選択可能な周波数帯域

図─ 11　液晶ラジコンディスプレイ部

図─ 12　3色灯（LED）

図─ 13　安全強化型ミニ・クローラクレーンラインナップ
（左から順にURW174Cシリーズ，URW240Cシリーズ，URW295Cシリーズ，URW370Cシリーズ，URW507Cシリーズ）
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など，お客様のニーズに合わせて選択が可能である。
③URW295CB2 シリーズ（2.93 トン吊り／非乗車型）
完全電動化を実現したバッテリー式ミニ・クローラ

クレーン。バッテリーユニットの改良により，騒音値
を大幅に低減（従来モデルに対して約 2.7 dB，エンジ
ン駆動タイプに対して最大約 9 dB低減）。体にひびく
低音のうなりや耳障りな高音が解消され，より快適に
クレーン作業が可能である。
④URW295C シリーズ（2.93 トン吊り／非乗車型）
つり上げ荷重 2.93 トンと走行時最大幅 60 cm のコ

ンパクトボディを両立したミニ・クローラクレーンの
スタンダード機。駆動方式もディーゼルエンジン，ガ
ソリンエンジン，ガソリンエンジン・電動パワーユニッ
ト併用の 3 モデルをラインナップしており，様々な
ニーズに対応する。
⑤URW370C シリーズ（2.93 トン吊り／乗車型）
5段ブームと 6段ブームをラインナップ。さらに，

ブームやアウトリガ等の主要部品を取り外してヘリコ
プターや索動での運搬を可能にする分解仕様，クレー
ン設備のない現場でも自身の動力源を用いて分解・再
組立が可能な自力分解仕様も設定している。
⑥URW507C シリーズ（2.93 トン吊り／乗車型）
7段ブームが実現するクラス最高の地上揚程（18.2 m）
と作業半径（17.83 m）。圧倒的に広い作業範囲とワン
サイズ下の機動性を両立しており，狭小地での高揚程
作業も可能にしている。

3．ミニ・クローラクレーンの活用事例

非乗車型ミニ・クローラクレーンの機体幅は 60 ～
69 cmほどのコンパクト設計であり，建物内の進入性
に優れている（写真─ 1）。海外では，バキュームリ

フターをつり下げてガラスパネルを吸着させる使い方
もされている（写真─ 2）。障害物などの制約が多い
作業現場でも，機体を設置してのクレーン作業が可能
になるところがミニ・クローラクレーンの最大の特長
である（写真─ 3）。

4．おわりに

本機は，従来機の使い勝手はそのままに，むしろよ
り使いやすく，安心してクレーン作業が行えるように
ユーザー目線で設計している。様々なユーザーの想い
に応えるべく，今後もお客様ニーズに応える製品を開
発・提供していく。
 

［筆者紹介］
金井　俊幸（かない　としゆき）
古河ユニック㈱　営業企画部　販売促進課
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写真─ 1　建物内走行

写真─ 2　ガラスパネルのつり上げ作業

写真─ 3　制約の多い作業現場
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法面工事の機械化で事故災害を防止する
ロボショット，リモートスカイドリルを開発

中　田　　　隼

近年，建設業界ではイノベーションや新技術導入による生産性向上を図る取り組み i-Construction を推
進しており，その利活用が加速化している。その様な中，法面の分野で機械遠隔操作にて吹付施工を行う
「ロボショット」（以下「吹付ロボット」という），省人化を目的とした法面削孔機「リモートスカイドリル」
（以下「遠隔削孔システム」という）を現場導入してきた。両開発機はともに人力による法面作業を軽減
し安全性を向上させることを目的としており，本稿ではこれら機械の概要と現場適用事例について紹介す
る。
キーワード：  法面，吹付工，補強土工，遠隔操作，省人化

1．はじめに

近年，建設業界では全般的な職人不足に陥ってお
り，法面の分野においても熟練技術を有する法面作業
員の確保が課題となっている。法面作業には不安定な
足元の作業による転落等の事故リスクがあり，土砂崩
れなど崩落性のある環境ではそのリスクがさらに高く
なってしまう。そのためその様な緊急性のある現場へ
の迅速な対応を目的として無線式遠隔操作で稼働する
施工機械を現場導入している。

2．吹付ロボット

吹付ロボットは緊急性の高い災害現場において短期
間且つ安全に施工を行う機械吹付システムであり，現
場環境に応じて「アタッチメント式」「吊り下げ式」
の 2機種を使い分けている（写真─ 1，2）。ともにベー
スマシンに取り付けた吹付ノズルを地上より遠隔操作
し施工を行うことで，法面上での作業を軽減でき安全
性が向上する。

（1）アタッチメント式吹付ロボット概要
吹付ロボットは油圧ショベルやラフタークレーン等

のベースマシンに取付け，上下左右前後方向に稼働す
るアームを操作し施工する。アーム操作は手動自動運
転が選択でき，設定された吹付範囲内（縦 3 m×横
4 m）を自動で施工することも可能である。又，アー
ム伸縮（前後）方向の自動制御機能を有しており，吹

写真─ 1　アタッチメント式吹付ロボット

写真─ 2　吊り下げ式吹付ロボット

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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付壁面との距離が一定の間隔を保ったまま均一な吹付
施工を行える（図─ 1）。

（2）施工事例
アタッチメント式吹付ロボットの導入現場を紹介す

る。
施工場所：茨城県
モルタル吹付厚さ：15 cm
当該現場では施工範囲が広く油圧ショベルでは届か

ないためクレーンアタッチメント仕様にて対応した。
剥離防止効果のある繊維混入モルタルの使用により，
ラス網設置作業を省略し法面作業を軽減した。通常，
吹付施工において使用する圧送ホースは材料詰まり時
など急激に動くこともあり，筒先を持つノズルマンの
転倒事故原因となってしまう。今回のように大量吐出
が必要となってくる現場ではそのリスクは高くなる
が，ホース操作までを機械にて行う事で安全性を確保
できた（写真─ 3）。

（3）クレーン吊り下げ式吹付ロボット概要
クレーン吊り下げ式は前項にて記載したベースマシ

ンへのアタッチメント式とは異なり，クレーンにて吊
り下げ施工を行う。これにより油圧ショベルでは届か
ない高さへの対応や，施工壁面が路盤より下方にある
場合に法肩より吊り下げて施工を行うことが可能であ
る。吹付ノズル部は自動横行運転ができ，速度調整も
可能である。この機能を用いて吹付量に対して横行速
度を調整することで均一な吹付施工を行う。又，ノズ
ル操作は左右だけでなく上下前後方向の動作も可能で
あり，起伏のある壁面にも対応できる。
空中での施工姿勢に関してはユニット上部に設置す
るフライホイールにて制御を行う。ユニット旋回方向
の方向操作が可能であり，壁面に対してノズルの方向
を保持し吹付作業が行える（図─ 2）。

（4）施工事例
クレーン吊り下げ式吹付ロボットの導入現場を紹介
する。
施工場所：山梨県
吹付厚さ：5～ 15 cm
当該現場では土砂崩れの発生した部分の吹付作業を
行う事を目的とし，法面高さがあることからクレーン

図─ 1　アタッチメント機械稼働範囲

写真─ 3　アタッチメント式吹付ロボット施工状況
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による吊り下げ式吹付ロボットにて施工を実施した。
結果，作業時は吹付けノズルマン配置を必要とせず，
地上での機械操作にて施工を行う事で安全性を確保し
た（写真─ 4）。

図─ 3　遠隔削孔システム機器構成

図─ 2　クレーン吊り下げ機械稼働範囲

3．遠隔削孔システム

（1）機械概要　
遠隔削孔システムはロックボルト施工用の削孔機械
であり，動力付帯物の省力化により作業効率を向上，
無線遠隔操作及び施工管理システムの追加により施工
の省人化を可能としている。又，付属機器である施工
管理システムには，マシンセット位置誘導に必要な機
械姿勢角計測や削孔長管理を行う機能を有している。
施工管理システムは本体に設置する管理 PC，及び
無線通信による外部表示機器にて操作し施工状況の確
認ができる。この機能の活用により出来形確認等の法
面上での諸作業を省くことができ，安全性が向上して
いる（図─ 3）。

（2）施工事例
遠隔削孔システムの導入現場を紹介する。
施工場所：山梨県

写真─ 4　クレーン吊り下げ式吹付ロボット施工状況
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削 孔 長：4.3 m
前項にて記述した山梨県の崩落現場にて施工管理シ

ステムを用いた削孔作業も実施した。無線通信にて地
上の施工管理 PCにより削孔機セット時の削孔角度も
確認でき，法面上での計測手間を省略した。更に施工
後の削孔長確認もできたことで，法面に登る頻度が減
り，事故リスクが軽減した（写真─ 5）。

4．おわりに

事例の様に，吹付ロボット及び遠隔削孔システムの
現場導入は法面作業を軽減でき，安全性が向上すると
考える。吹付ロボットにおいては緊急性のある現場へ
の導入も多く，現場状況に応じ最適な機種を用いて施
工している。近年，様々な工種で導入される ICT 技
術であるが，その導入が過酷な作業である法面施工に
おいて，作業の効率化や事故リスク軽減となるような

開発を今後とも進めていきたい。

謝　辞
最後に，本稿執筆にあたり吹付ロボット及び遠隔削
孔システム施工現場をご提供いただいた発注者及び元
請の皆様方，ご協力いただいた関係者の皆様に誌面を
借りて感謝を申し上げる。
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中田　隼（なかだ　じゅん）
ライト工業㈱
開発本部　機械統括部　機械部　開発担当

写真─ 5　遠隔削孔システム施工状況
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建設現場における 
大型ダンプトラックの自動運転実証実験
運転自動化レベル４相当の自動運転ダンプトラックによる有人ダンプトラックとの混在走行を実証

岡　本　邦　宏・岩　下　正　剛・中　川　遥　稀・柳　　　拓　也

近年，建設業では現場作業員の高齢化が懸念されている。夜間作業や単純作業における省人化や生産性
向上を目指し，自動運転システム（自動化レベル 4相当）の開発を行い，大型ダンプトラックによる自動
運転の実証実験を，建設中のダム建設現場で実施した。今回の実証実験では，夜間作業において骨材運搬
を行う有人ダンプの中に自動運転車を 1台導入し，有人ダンプと自動運転車の混在走行，また自動運転車
の単独走行における検証と評価試験を行った。本稿では実証実験の概要と結果について報告する。
キーワード：ダンプトラック，自動運転，運転自動化レベル 4，省人化，生産性向上

1．はじめに

建設業就業者の高齢化に伴い，将来的にダンプト
ラックの運転手も不足していくことが懸念されてい
る。現在当社は，建設現場で運搬業務の大部分を担っ
ているダンプトラックの自動運転システムの開発を自
動車メーカーと共同で進めている。GNSS や LiDAR
等の測位やセンシング技術により基本走行技術を有し
たダンプトラックの自動運転システムを開発し，実際
に建設現場において有人ダンプと混在走行させること
で実用化に向けた様々なデータの取得を行った。

2．概要

実証実験のフィールドとなるダム建設現場では，夜
間にダンプトラックによる骨材の運搬作業を行ってい
る。実証実験では夜間に骨材運搬を行う有人ダンプ 2
台の中に自動運転車を 1台導入し，全長約 1.3 km の
運搬路を最高速度 30 km/h で走行させた（図─ 1）。
運搬作業を行う有人ダンプの中で自動走行を行うた
め，現場の安全確保が必須であり，監視カメラや照明
などの付帯設備や，自動運転車の安全システム作動の
要因となるライン舗装などのインフラ設備の工事を事

図─ 1　骨材ストックヤード運搬路

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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前に実施した。なお，本実証では走行ルート上のみを
自動運転とし，積込みや荷降ろし動作はマニュアル操
作で行った。

（1）自動運転車両の仕様
実証実験で使用する自動運転車は，ベース車両であ

る大型トラックに自動運転システムを搭載している
（写真─ 1）。主な車両性能を（表─ 1）に示す。搭載
した自動運転システムは運転自動化レベル 4相当であ
る。運転自動化レベルとは，公益社団法人自動車技術
会によって定義されており，運転手と自動運転システ
ムが担う運転動作の比率や技術到達度，走行可能エリ
アの限定度合いなどによって，レベル 0からレベル 5
の6段階に分類されている。運転自動化レベル4では，
「自動車専用道路や私有地などの限定された領域内に
おいて運転手を必要としない無人走行を可能とする」
自動運転システムである。ただし，本実証実験では安
全を最優先し，想定外の事態に備えアクセル，ブレー
キ，ステアリング操作介入できるセーフティードライ
バーや自動運転システム状態をモニタリングするシス
テム監視者が乗車する実証体制とした。

（2）基本走行技術
主な基本走行技術は GNSS を利用した自動走行，
前走車との安全な車間距離を保つ全車速追従機能付ク
ルーズコントロール，LiDAR による前方の人および
障害物の検知と，自動停車動作中のカメラによるライ
ントレース機能，想定外の事態に対応するためのオー
バーライドシステムである。
①GNSS を利用した自動走行
自動走行経路をマニュアル操作で運転走行し，
GNSS 情報を基に走行ルートの作成を行う。自動走行
の際は GNSS で取得した座標データによって自車位
置を特定し，作成した走行ルート上に沿って走行する
よう誘導制御を行う。
②障害物検知
LiDAR，ミリ波レーダーを用いて周辺環境と自車と
の距離を認識し，人および障害物を検知した場合には
自動で停車動作に入る。
③カメラ画像認識技術を利用したライントレース機能
自動走行中に GNSS 信号が失陥した場合，自動で
停車動作を行う。停車動作時にはカメラで撮影したラ
イン舗装の画像認識を行い，車両がライン舗装内から
出ないように停車させる。
④オーバーライドシステム
自動運転中にアクセル，ブレーキ，ステアリング等
を監視搭乗者が操作した場合，直ちに自動運転が解除
されマニュアル運転に切り替わる。これにより，逸走
や野生動物の飛び出しなどの想定外の事態の際には，
システム監視者が即マニュアル運転に切替えて停車で
きるよう安全性を確保した。

（3）走行コース
自動運転時には現場の安全確保を最優先とし，自動
運転車の制限速度は直線部では現場ルールにあわせて
30 km/h とした。また走行ルート上の幅員の狭い区間
は 20 km/h，急カーブ急勾配の箇所では 15 km/hと実
証実験実施における独自の走行ルールを定めた。さら
に交差点部と車両の出入りが多い箇所の付近では，自
動で一旦停止させることとした。自動運転の走行ルー
トは日々採取先が変わる骨材ヤードの位置に応じて
ルートの設定を行う。また，自動運転車が自動停車す
る際に行うライントレース機能のため，走行コース上
にライン舗装工事を行った。走行コースとなる工事用
道路の幅員にあわせて一車線路と二車線路を区分け
し，自動運転時の自動停車用に交差点部や見通しの悪
いカーブの手前には停止線を敷設した。

写真─ 1　自動運転車両

表─ 1　自動運転車両の仕様
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（4）遠隔監視システム
自動運転走行中は，監視室に設置した遠隔監視シス

テムで一括管理を行った（写真─ 2）。管理システム
の構成は，クラウドサービス型データ管理システムを
パソコンブラウザ上で表示させたものと，カメラ映像
の 18 画面マルチ出力による，カメラ 18 台での同時監
視である。自動運転中の連絡体制として，自動運転車
内と監視室，走行路監視員，積込み建機のオペレーター
の間で無線機を使用して連絡を取り合うこととした。
この連絡体制は，トラブルを未然に防ぐための安全管
理のみならず，積込み場所や荷降ろし場所への入場の
タイミングの確認等の運行管理の役割も担った。

①監視カメラ
自動運転中のダンプトラックの監視やトラブルが発
生したときの事後確認のために監視カメラシステムを
構築した。1.3 km の走行コース上のどの地点を車両
が走っていても監視できるよう，18 台のカメラを設
置しマルチ画面で表示した（写真─ 3）。また，夜間
での実証走行となるため夜間撮影に適した超低照度対
応カメラを使用した。
②クラウドサービス型データ管理システム
車両の様々なデータを，モバイル通信によりクラウ
ドサービスにアップロードし，自動運転車の状態監視
をリアルタイムで行った（写真─ 4）。

3．トライアル走行

約 1カ月間にわたりトライアル走行を実施した。ト
ライアル走行では自動運転車単独で走行を行い，セン
サ類の性能確認及び自動運転走行の調整を行った。自
動運転走行の確認後は，骨材を積載した状態での動作
確認と，積込み・荷卸し動作はせずに走行のみで混在
走行を行い，自動運転システムの確認調整を行った。
また，稼働中の現場内を実際に走行するため，現場側
と安全運行ルールを取り決め，監視設備と監視員の配
置，無線合図による安全確認の上，走行ルート付近の

写真─ 2　遠隔監視室

写真─ 3　監視カメラ画面

写真─ 4　監視システム画面
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安全性を確保しながら自動運転走行を行った。

（1）センサ類の性能確認
マニュアル運転で走行ルートの周回を重ね，実証実

験におけるセンサ性能の確認を行った。ほとんどのセ
ンサは環境による影響もなく良好な動作であったが，
GNSS による自車位置特定に不具合が生じる部分が確
認された。走行ルートの上空にプラント設備が存在す
る箇所があり（写真─ 5），その地点を通過する際に
GNSS アンテナの受信状況が悪化し，マップ上の自車
位置座標がずれる事象が発生した。対策として仮想基
準点方式の RTKと自律航法システムを併用すること
で，自己位置座標の精度に改善がみられた。

写真─ 5　走行中の自動運転車とコース上空の建造物

（2）積荷の有無による走行挙動の変化
積載荷重限度に近い質量の骨材を積載した状態で

は，走行速度の低下やブレーキが利きづらくなり，制
動距離が延びるのでステアリングの操作タイミングに
も影響を及ぼすことを確認した。通常，ダンプトラッ
クの場内運搬作業では積載荷重限度に近い重量の積込
みと荷降ろし動作を頻繁に行うことになり，それぞれ
の積荷の状況による車両総重量に合わせた運転操作量
が必要となる。この課題の解決のため，トライアル期
間中に積荷の有無による自動走行での検証を重ね，積
荷の有無両方の状況に対応した最適な操作量を模索
し，自動運転システムに適用した。

4．実証走行

実証走行では，休工日の日中に自動運転車単独で実
施した走行コース全周自動運転走行と，平日夜間に実
施した有人ダンプと自動運転車の混在状況下での自動
運転走行を行った。混在状況での検証の際は，実際の
運搬業務に参加して行った。ただし安全確保を最優先
にするため，回数を限定して運搬業務に参加するよう
計画した。トライアル走行から実証走行終了までに大

きなトラブルは一切無く，期間を通して無事故で本実
証を終えることが出来た。

5．実証実験の結果

本実証実験では現場内実走行におけるセンサ類の性
能について確認評価し，運転自動化レベル 4相当の自
動運転車による，骨材運搬道走行ルートの全周自動走
行を達成した。また，実際の骨材運搬業務に加わり，
有人ダンプトラックとの混在状況下での自動運転走行
も達成し，自動運転車の建設現場への導入効果につい
ても確認できた。

（1）センサ類の性能評価
GNSS は今回の実証実験条件下での走行道路の凹凸
や山間部という地理条件，天候不順の中での走行によ
る影響はなく，トライアル走行時に行った上空建造物
への対応を含め一定の成果が得られた。LiDAR で取
得したデータは想定どおりの結果が得られ，障害物検
知の役割を果たした。ライントレース機能のためのカ
メラ画像認識によるラインの認識は，ライン舗装が傷
んだ箇所やライン上に異物があると正しく認識しない
ことが確認された。

（2）走行時間の検証
自動運転走行の停車は自動運転走行用に施工した停
止線で行われる。この停止線は走行ルート上の交差点
や，見通しの悪いカーブでの安全確保のため，実証実
験用に敷設した。自動運転車はシステム上必ず停止線
で停車するが，有人ダンプは停車しない場合もあり，有
人ダンプに比べて自動運転車の走行時間が増加した。

（3）自動運転車の導入効果
有人ダンプトラックとの混在走行のデータを基に，
実際の有人ダンプによる運搬回数を想定回数とし，運
搬業務の全てを自動運転車のみで行ったと想定し，作
成したシミュレーションで導入効果を検討した。走行
時間のシミュレーション結果を（表─ 2）に示す。本
実証では自動運転走行を行ったのが走行路のみだった
とはいえ，シミュレーションでは有人走行に比べて合
計時間が 1.25 倍という結果になっている。更に自動
運転車の導入による省人化や生産性向上を図るには積
込機械などの建設機械と連携させ，積込み荷降ろし動
作までを自動化することが必要であると考えられる。
しかし，自動運転システムが完成し実用化の暁には
365 日 24 時間稼働可能であることを考慮すると，本
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実証実験の結果から当自動運転システムを導入するこ
とで，運搬作業での省人化，生産性向上に対しての効
果が期待出来る。

6．おわりに

実証実験期間中，自動運転状況の確認をするため助
手席に乗車する機会があった。自動運転の完成度を高
めていくと，ステアリング操作，アクセルワーク，ブ
レーキ操作等が，まるで人が運転しているように滑ら
かな操作感になり，乗り心地も良くなっていったのが
印象的であった。本実証では現場の多大な協力もあ
り，無事故・無災害で終えることができ，実証実験と
しても今後のための有効なデータが得られた。今回の
実証で得られたデータを基に更に検証を進め，今後は
自動運転車と積込機械や敷均し機械等と動作連携さ
せ，そして建設現場での建機自動化を目標に開発を進
めていく。また，建設業で培った自動運転技術を他業
界（製造業・物流業等）にも展開し，新規事業を拡大
させることも想定している。
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最後に，実証実験に際し，現場をご提供頂いた発注

者の水資源機構様に誌面を借りて心より謝意を申し上
げる。
 

表─ 2

中川　遥稀（なかがわ　はるき）
大林組
西日本ロボティクスセンター
施工技術部　技術開発課
職員

柳　拓也（やなぎ　たくや）
日野自動車
自動運転技術研究部
企画グループ
主幹

岩下　正剛（いわした　せいごう）
大林組
西日本ロボティクスセンター
施工技術部　技術開発課
担当部長

［筆者紹介］
岡本　邦宏（おかもと　くにひろ）
大林組
西日本ロボティクスセンター
施工技術部　技術開発課
職員



36 建設機械施工 Vol.73　No.5　May　2021

道路建設機械における安全への取り組み
接触事故防止装置の紹介

森　　　康　行・佐　藤　俊　輔・神之田　侑　吾

建設業界において，重機と作業者の接触事故抑制を目的とした装置は，各社様々な方法で普及を拡大し
ている。例えば，運転席からの死角を見える化し，作業者の存在を注意喚起する装置や，作業者を検知し
て操作をサポートし，接触事故防止を補助する装置が各社から紹介されている。道路建設機械は他の建設
機械と比較して，走行速度が速く，作業者と近接して作業するケースが多い為，作業の特性を踏まえて安
全補助装置を開発する必要がある。本稿では，筆者らが開発し，運用を開始している安全補助装置の一部
を紹介する。
キーワード：  安全補助装置，タイヤローラ，ホイールローダ，スリップフォーム工法，セットフォーム工法，

レーザー測域センサ，360 度可視化

1．はじめに

日本の建設業における労働災害は年々減少傾向にある
が，依然として毎年約 300 件の死亡事故が発生してい
る。そのうち，令和元年度に発生した，建設機械が関連
した災害は32件と，全体の約12％を占めており，下げ
止まり基調を見せる重機災害の発生を防ぐ為，各社から
様々な技術が発表されている。例えば，音や光による警
報により，重機オペレータや周囲の作業者に注意喚起す
る装置や，自動車の衝突被害軽減ブレーキのような制動
のアシスト機能を有した装置も各社で紹介されている。
筆者らも数年前から同様な検討を行っており，作業

の特性に応じて安定的に動作し，かつ少しでも多くの
現場に導入できるように，現場の生の声を聞きながら
開発を進めている。そこで，本稿では筆者らが開発し
た安全補助装置を紹介する。

2．各種安全補助装置の紹介

（1）ホイールローダ衝突防止補助装置
（a）従来技術の問題点及び開発経緯
道路舗装会社が全国で運営している一般的なアス

ファルト合材工場では，材料供給を行うホイールロー
ダが狭いエリアを常に往来している。大型のホイール
ローダは機体重量が十数トンあり，走行速度も速い
為，接触事故が発生した場合は重大災害となる可能性
が高いことから，本装置の開発・検討に至った。

（b）装置概要
本装置は，ホイールローダの後進中に，機体後方に

設置したセンサが障害物を検知すると，あらかじめ設定
した検知距離に応じて，「警告音による注意喚起（エリ
ア①）」，「走行をニュートラルに切り替えて減速（エリ
ア②）」，「パーキングブレーキを作動させ走行を完全に
停止（エリア③）」の 3段階で制御を行う（図─ 1）。2
段階目にニュートラル状態を挟むことで，惰性走行，ま
たは機種によりHST（Hydraulic Static Transmission）
ブレーキが作動し，緩やかに減速することが可能とな
る。従って，急停止によるオペレータに与える負荷や，
油圧ブレーキシステム及び油圧機器の損傷など，従来
の安全装置で懸念された問題を軽減している。
（c）導入結果
アスファルト合材工場内に導入した際，材料のかき
上げ作業などで車両が大きく傾いた場合に，車両後方
が地面に接近し，後進が不可能となるケースが発生し
た。原因は，車両が大きく傾いた状態で走行レバーを
バックギヤに入れた直後，センサが地面を障害物と判
断し，制御が働いてしまうためである。このような場
合，運転席側方に設置した「制御一時解除スイッチ」
を使用することで，スイッチを操作している間は一時
的に制御機能を無効にすることができるため，上記の
ようなイレギュラーなケースにおいても支障なく作業
を継続することが可能であった。

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止



37建設機械施工 Vol.73　No.5　May　2021

（2）タイヤローラの衝突防止補助装置
（a）従来技術の問題点及び開発経緯
舗装工事の転圧作業に用いられるローラも，事故発

生報告が多い機械の一つである。一般的にローラによ
る転圧作業は極力路面を傷めないよう，急加速・急停
止を避けて，施工エリア全体を均一に転圧する必要が
ある。また，舗装機械において，ローラは走行速度が
速い機械に分類されるうえ，オペレータは舗装端部を
転圧する際，車体直下に意識が集中することで，接触
事故発生リスクが高くなると考えられる。
これらのことから，施工品質と安全性を兼ね備えた

安全補助装置の検討を開始し，本装置の開発に至った。

（b）装置概要
制御方法と使用したセンサはホイールローダと同様
であり，センサが検知した距離に応じて警報→減速→
停止を行うものである。本装置の特徴としては，レン
タル機種として定着しているタイヤローラ（TZ700
シリーズ）に，既存のサービスホールと強力マグネッ
トを使用し，機体に機械加工を施さずに取付が可能な
点である（写真─ 1）。具体的な制御としては，「音声
による警告（エリア C）」，「走行レバーを半開位置に
戻して減速（エリア B）」，「走行レバーを中立位置に
戻し停止（エリアA）」，となり，3段階制御で機体を
完全に停止させる（図─ 2）。
（c）導入結果
3段階制御により，ローラが緩やかに停止することが

可能となり，オペレータへの負担や誤検知による煩わし
さが軽減された他，施工面に凹凸状の傷を付けることが
なくなり，懸念していた品質への影響も解消された。

（3）360度可視化モニタシステム
（a）従来技術の問題点及び開発経緯
スリップフォーム工法で使用されるスリップフォー
ムペーバは，比較的大型の施工機械であり，機械周辺
の死角が非常に多い。従って，機械周辺の作業者の位
置や作業状況を確認するには，ステージ上を移動して
目視確認する必要があった。しかし，オペレータが運
転スペースから離れることで，運転操作にタイムラグ
が生じ，安全性及び施工品質の低下が懸念されてい
た。そのため，運転席から離れることなく，機械周辺
の状況を把握可能な装置の検討を行っていた。
（b）装置概要
スリップフォームペーバの前後左右に 4個のカメラ
を設置し，映像処理ユニットにて合成加工を行う。そ
して，スリップフォームペーバを上空から見下ろした

図─ 1　ホイールローダ衝突防止装置概要図

写真─ 1　走行レバー制御装置取付写真
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ような映像をリアルタイムでモニタに表示させること
で，オペレータは操作盤上で施工機械の周囲 360 度を
モニタリングする事が可能となった（写真─ 2）。
（c）導入結果
機械周辺の安全確認，作業員の作業状況を一目で把

握する事が出来るため，安全性が格段に向上した。こ
のようなシステムは，自動車や汎用の建設機械では普
及が進んでいるが，コンクリート舗装機械に適用した
事例は無く，トンネル内における施工など，作業範囲
が狭小で制約を受けるケースでは特に，接触事故の抑
制効果があると期待している。

（4）重機作業エリア立入抑制装置
（a）従来技術の問題点及び開発経緯
セットフォーム工法によるコンクリート舗装では，通
常 4～ 5台の施工機械が，鋼製型枠若しくは構造物に
沿って敷かれたレール上を走行しながら施工を行う。
施工時における各機械の走行速度は比較的低速であ

るが，先行するコンクリートスプレッタは，材料を素

早く施工エリア全体に敷きならす必要があるため，オ
ペレータは，高速で前後進を繰り返しながら敷きなら
し作業を行っている。オペレータの目線は作業装置に
集中しがちとなるため，作業エリア内に誤って作業者
が侵入し，接触した場合は，重大災害となるケースも
考えられる（図─ 3）。従来は，走行装置と連動して
警報ブザーを鳴らし，作業者に対して注意喚起を行っ
ていたが，音による警告のみでは，完全な対策にはなっ
ていないと，現場から声が寄せられていた。これらの
問題点を解消するべく，本装置の開発・検討を行った。

写真─ 2　カメラ設置箇所とモニタ表示例

図─ 3　セットフォーム工法の機械編成図

図─ 2　タイヤローラの衝突防止補助装置概要図
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（b）装置概要
本装置は，コンクリートスプレッタとコンクリート

フィニッシャの間にバネ式巻取り機構を備えた注意喚
起ロープを張ることで，作業者の作業エリアへの進入
を抑制する（写真─ 3）。本装置の特徴として，①機
械間にロープを張ることで，物理的に作業エリアを遮
断できること，②センサを使用していない為，コンク
リート飛散等の過酷な使用環境下でも動作が安定して
いること，③ロープを張る為の動力が一切不要である
こと，以上の点から，機械の動作方向・速度に縛られ
ることなく，機械間の立入抑制措置を取ることが可能
となった。
また，装置の誤動作防止対策として，コンクリート

スプレッタのオーバーラン等によりロープが切断され
た場合，勢いよく巻き取られたロープにより作業者が
怪我をしないよう，破断時における安全機構を備え対
策を行っている（図─ 4）。

（c）導入結果
進入禁止エリアを「見える化」することで，視覚的
な判断が可能となった。誤ってエリア内に進入すると
いったケースもなくなり，機械オペレータの精神的負
担も解消された。

3．おわりに

今回紹介した安全補助装置が，重機の接触事故防止
に繋がるツールの一つになると期待している。今後は
適応機種を拡大させ，多くのデータを収集し，装置の
小型化・システムの改良を進めていきたい。そして，
引き続き重機災害防止に寄与できる装置の開発に努め
ていく所存である。
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  1） 建設業労働災害防止協会HP
   平成 31 年 / 令和元年 建設業における死亡災害の工事の種類・災害の
種類別発生状況
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写真─ 3　装置使用時の外観

図─ 4　ロープ過巻き出し時のフロー
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工事用機械遠隔監視システム℃（ドシー）を活用した
故障予防保全活動の取り組み

清　水　孝　則

稼働中の工事用機械は故障やトラブルが発生すると復旧までに時間を要し作業所の生産性を大きく低下
させるリスクを抱えている。一方次世代通信規格5 Gの登場により大容量データを扱えるようになり各メー
カも遠隔監視を導入しつつある。そこで，タワークレーンや工事用エレベータ等の稼働中の動作（健全性）
状況を遠隔で監視することにより，万一の故障時にタイムリーな対応ができるよう，工事用機械遠隔監視
システム℃（ドシー）（以下「本システム」という）を開発した。本稿ではこれによって可能となった稼
働情報の蓄積とそれにもとづく故障の早期解決，部品交換時期の把握，計画業務への応用，故障予知に関
する取り組みの現状について紹介する。
※℃（ドシー）＝Construct machinery Connect Collect Circle Cloud
キーワード：ICT，遠隔監視，データ蓄積，故障予知

1．はじめに

昨今の作業員不足を受けて，建設現場の生産性向上
に向けた取り組みが活性化し，今まで以上に機械活用
の重要度が増している。そのような中，機械の故障や
トラブルは，最悪作業所が止まってしまうなど生産性
を大きく低下させるリスクを抱えている。一方，情報
機器，特に通信機器の急速な進化により，従来難しかっ
た遠隔監視や大容量データの扱いが容易になり，建設
業界においても ICT 活用による更なる生産性の向上
と創造性の発揮が求められてきていると共に，それら
を駆使するための環境や対応体制を整えることが急務
となっている。本稿では IoT「Internet of Things」
活用により自社機械を遠隔監視し，リアルタイムに情
報を把握すると共に様々な機械を取り巻くデータの蓄
積を可能とした本システムの活用方法について報告す
る。

2．開発目的

現在，主にタワークレーンはメーカ 4社，工事用エ
レベータは 3社の工事用機械を保有している。遠隔監
視の仕組みはメーカ各社開発されていることもある
が，ユーザーが情報をリアルタイムで入手できない事
（必要な情報を引き出すのに数日かかる）や，インター
ネット上での接続先や閲覧画面が異なること，蓄積さ

れるデータの統一性が無い事などから，ユーザー側と
して利便性が良いとは言えない状況にある。そこで
ユーザー目線であらゆるメーカの機械稼働状況把握
と，データの蓄積をクラウドシステムで一元管理可能
なプラットフォーム（遠隔監視システム）を開発する
ことにした。

3．システムの構想

タワークレーン，工事用エレベータに搭載されてい
る制御機器からの情報をゲートウェイを介してイン
ターネットに接続し，クラウド上で社員の PC端末や
社員用 iPad でいつでもどこでも情報を確認・活用で
きることを目指した（図─ 1）。
また，電力機器に関しては，クランプメータと制御
機器を電力機器内部に取付けるだけで情報を把握でき
るシステムを目指した。

4．開発内容

本システムは工事用機械とプラットフォーム（℃）
を直接接続する構成としている。具体的には，工事用
機械に搭載されている PLC（プログラマブルロジッ
クコントローラ）とデータ交換機能を有する専用タッ
チパネルを接続し，ゲートウェイを介してクラウド上
へデータ送信する構成とした（図─ 2）。

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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取得，閲覧するデータは，工事用機械の整備，組解
体担当者及び工事用機械メーカへのヒアリングを実施
し決定した。インバータ機器等の採用メーカの違いに
より若干の閲覧データの違いはあるが，タワークレー
ン，工事用エレベータともに 1機当たり最大 256 項目
のデータを監視することとしている。電力機器（キュー
ビクル）に関しては，主にデマンド監視を目的として
おり，電圧値，電力値に加え，演算した電力量を把握

できるようにした。
現状，本システム運用状況（写真─ 1）は大型タワー
クレーン 23 台，工事用エレベータ 18 台，キュービク
ル 18 台搭載を完了している。今後更に大型タワーク
レーン 12 台，工事用エレベータ 10 台，キュービクル
9台追加予定であり，他レンタル会社保有機にも展開
予定である。

図─ 1　本システム

図─ 2　機器構成図
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5．適用効果

（1）故障トラブルの早期解決
本システムでは異常個所，運転操作，運転状態のデー

タをリアルタイムに捉えている。例えば異常箇所につ
いて，装置の異常なのか重さに関する異常なのかと
いったデータの種類がある。本システムでは異常発生
時，技術者が作業所に出向く際，必要な部品を持って
出向できるようにタブレット画面に異常箇所，部位を

表示させる機能を設けた。
異常の種類，機械の設置場所にもよるが，試算では
一つの故障に対してエレベータの休止時間は平均で 6
時間（図─ 3），タワークレーンでは平均 5時間（図
─ 4）まで低減することが可能である。

（2）部品交換時期の把握・決定
本システムで製造メーカの異なる工事用機械のデー
タを一元管理し，これまで活用しきれなかったデータ

写真─ 1　所内監視モニター

図─ 3　工事用エレベータ本システム導入による休止時間想定グラフ（対応件数 5件）
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を分析・処理することで，作業所の安全，品質，工程，
施工計画，環境（省エネ）のあらゆる分野に展開する
ことが可能となり，建築生産効率を向上させることが
できる。図─ 5に工事用エレベータの閲覧データの
一例を示す。機械整備において，消耗品の交換基準は
稼働日数で定めている。本システムで昇降距離と積載
した荷重の分析を行うことにより負荷状況を把握でき
ると共に，よりシビアな基準を定めることが可能とな
り予防保全活動の向上に寄与できる。今後も継続的に
データ蓄積し，メーカ各社が提示している消耗品交換
基準についてメーカと一体となり協業していく予定で
ある。

（3）稼働データ蓄積による計画業務への応用
計画業務においても応用が可能である。図─ 6に
工事用エレベータの稼働データの一例を示す。蓄積さ
れた積載荷重を作業所別にデータを自動仕分けし荷重

負荷率としてグラフ化する。使用状況の把握により機
種選定の妥当性（スペックが過大又は過小）を検証で
き今後の計画にフィードバックできる。現時点では，
稼働データ蓄積数が少ないため建物用途，構造，面積，
高さに合わせた最適な機種選定ができるまでには至っ
ていないが蓄積データ数を増やし，機種選定の根拠づ
くりに役立てていく予定である。

（4）トラブルの予知
蓄積したデータから稼働中の機械モータ（巻上，起
伏，旋回等）の特性を分析し，特徴量を抽出し，正常
パターンをAI 学習させた。学習済みモデルを使い，
パターンから逸脱した異常を検知する予測検知機能を
具備した。なお，異常検知を実現する仕組みにはブレ
インズテクノロジー㈱社が提供する異常検知ソリュー
ションImpulseを採用している（図─7）。Impulseは，
入力されたデータから特性を自動的に分析し，最適な

図─ 4　タワークレーン本システム導入による休止時間想定グラフ（対応件数 7件）

図─ 5　工事用エレベータの昇降距離（2019 年 10月～ 2021 年 2月）
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図─ 6　工事用エレベータの荷重負荷率（2020 年 2月 3日～ 2020 年 2月 7日）

図─ 7　故障検知手法の概要とシステム構成

図─ 8　データ比較（2020 年 4月 7日～ 2020 年 4月 22日対応）
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アルゴリズムやパラメータを推薦する技術があり，導
入から運用まで早期に実現することができた。
現時点，大型タワークレーン 1機種当たり最大 7モ

デル（荷重・電流，各モータ回転・電圧など），工事
用エレベータ 9モデル（積載荷重別周波数・電流）の
データ連携済みである。図─ 8にデータ蓄積中に発
生した事例を示す。某作業所タワークレーンにおい
て，起伏操作時に動作が停止し，電源を再投入すると
一時復旧するが再び停止する事象が発生した。メーカ
の調査結果は，電磁ブレーキ内部の機械的な故障で
あったが，異常信号が数日前から発生していたことが
見て取れ，故障予知に利用できることが分かった。

6．今後の展開

本稿では導入目的である 4項目の活用事例について
述べた。本システムにより，保有機械の計画，期中，
解体後まで一元管理する仕組みを構築した。前章（3）
計画業務の応用で述べたデータ以外にも 15 項目の
データが存在する。例えば荷重負荷率と着床階回数を
照らし合わせることで 1日の搬入量が把握でき，作業
所のニーズとして工事用エレベータには積載荷重より
も速度が必要ではないか等の考察や，工事用エレベー
タ購入時の仕様検討にも役立つと想定している。今後
も継続的なデータ蓄積により精度の高いデータ活用を
展開していく予定である。

7．おわりに

今後も建設業就業者の高齢化は進む一方，若者層の
入職は減っており熟練工の離職で深刻な人材不足が懸
念されている。また，建設業法改正により一層の生産
性向上が急務である。その中で，次世代通信規格「5G」
や，あらゆる機器がネットワークでつながる IoT な
どの新技術が重要性を増してくる。熟練工の作業が機
械化され，人と機械の役割分担が変わりつつあるが，
代替されたのは物理的な力や作業手順であり人間の特
徴である「考える」ではなかった。現在，経験してい
るのは「考えること」そのものを機械が代替するよう
になるという革命的な変化である。これらのスピード
が速い今，時代の変革に合わせて我々建設業における
機械部門として更なる安全安心な「考える」機械の開
発，発展に貢献していきたい。
 

［筆者紹介］
清水　孝則（しみず　たかのり）
㈱竹中工務店
大阪本店　西日本機材センター　開発グループ

図─ 9　本システムイメージ図



46 建設機械施工 Vol.73　No.5　May　2021

ICT 施工の災害防止効果・効率的な過積載対策・ 
3D データの活用
一二峠川砂防堰堤工事

小　谷　周　一 

本稿では，兵庫県で施工した砂防堰堤工事で行った ICT活用工事の施工事例と 3次元データを活用し
た施工管理を将来の展望とともに紹介する。
キーワード：  ICT 施工，過積載対策，3次元測量

1．はじめに

本工事は兵庫県北部に位置する美方郡香美町で行っ
た砂防堰堤工事である（図─ 1，写真─ 1，2）。
コンクリート堰堤本体工は折れダム形状（折れ点部

135°）施工延長 L＝107.0 m あり，一般的なコンクリー
ト堰堤のような直線構造ではないため，折れダム形状
に合わせた掘削工管理が要求された。また残土処理工
が 4,710 m3 あり，当工事からの『過積載車両ゼロ』を
目標に対策を講じた。本稿では ICT 施工による災害
防止，過積載対策，3Dデータの活用について報告する。

2．工事概要

①工 事 名　一
ほ

二
い

峠
とうげ

川
かわ

 砂防堰堤工事
②工事場所　兵庫県美方郡香美町村岡区萩山地内

図─ 1　施工箇所位置図

写真─ 1　完成写真①　上流から下流側を撮影

写真─ 2　完成写真②　下流から上流側を撮影

③工　　期　 平成 30 年 3 月 8 日 
～平成 30 年 12 月 28 日

④工事内容　掘削工（ICT）6,370 m3

　　　　　　埋戻工　2,630 m3

　　　　　　残土処理工　4,710 m3

　　　　　　法面工　1.0 式
　　　　　　コンクリート堰堤本体工　5,129 m3

　　　　　　仮設工　1.0 式

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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3．ICT施工による掘削工

（1）ICT施工で得られる労働災害防止効果
掘削工は ICT施工で行った。従来施工では丁張と

切土面を確認する補助作業員が必要だったが，ICT施
工ではその必要がないため，昇降設備やロープ高所作
業（メインロープ・ライフライン）が不要となり，法
肩からの墜落・転落災害を防止できた。また，作業員
が重機作業範囲に近づくことがないため，重機災害（接
触・挟まれ）も防止した。建設業における労働災害の
うち約 4割を占める墜落・転落災害，挟まれ・巻き込
まれ災害のリスクを ICT 施工を行うことにより回避
した（写真─ 3，4）。

（2）砂防堰堤工事における ICT施工
従来施工では，今回のような砂防堰堤の掘削の場

合，各変化点に丁張を設置する必要がある。本工事の
ように折れ点がある場合，さらに丁張の数は増加す
る。掘削が進むにつれて小段まで完了すれば，また次

の掘削面の丁張設置という流れを繰り返すが，ICT
施工ではそのような手間が無くなり，掘削形状が複雑
になればなるほど大幅な効率化を実感した。今回の
ICT 施工を終えて実際に操作したオペレーターに意
見を聞いたところ，リアルタイムに設計との差が確認
できるのは大変良い。強いて言うならば，掘削工着手
前は ICT のため丁張を設置していないので，掘削イ
メージをつかむまで時間がかかる。従来施工では丁張
があるので，掘削イメージの『見える化』ができてい
た。この点については，今後の課題として改善したい
（図─ 2，3）。

（3）『魅せる』現場づくり
外部パトロールや見学会を積極的に受け入れること
で，現場に携わる全員の意識向上を図った。後ろ向き
な『見られる』という発想を前向きな『魅せる』現場
を創る一員だという自覚を持つことで，所属会社や立
場は関係なくアイデアが生まれた。作業環境を良くす
るには，まずチーム全員の意識向上からと改めて感じ
た（写真─ 5）。

写真─ 3　ICT 建機による掘削

写真─ 4　バックホウ内部モニター

図─ 3　設計モデル（掘削）の作成

図─ 2　3次元測量・点群データ処理
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4． 荷重判定装置『ロードライト』搭載 
バックホウの使用

（1） 『ロードライト』装置の概要
ブーム・アーム・本体に取り付けた各センサー（角

度センサー・圧力センサー・傾斜センサー）の信号を
本体キャビン内のコントロールボックスで演算処理を
行い，バックホウオペレーターが容易に確認できるモ
ニターに積載重量を表示する。積込重量結果はその場
で小型プリンターにて印刷・記録することが可能であ
る（図─ 4）。

（2） 『ロードライト』を使用して得られた効果  

（図─ 5）
①バケット積込時の状況を問わない。平積・山積・少量
など，どのような積込状態でも正味重量が計測可能。
②比重の異なる積載物（土砂に軟岩混じりなど）でも
正味重量を計測するため，過積載対策が行える。

③土砂の含水比が日々変化した場合でも対応が可能。
④トラックスケールなどの積込後の確認では，仮に積

載オーバーとなった場合は荷下ろし後，再度積込計
測になるが，『ロードライト』では積込回数と総重
量がバックホウ運転席内部のモニターに表示される
ため，積場と計量場を何度も往来する出戻りリスク
がない。
⑤通常の積込動作の中で計量をするため，積込効率が
落ちることがない。
⑥積載重量が確認できるためオペレーター交代による
積載重量の差がない。

（3）結果の検証　　
残土搬出先計量値に対して図─ 6の結果を得た。

5．工事完成後の 3次元測量

本工事では，工事完成後に 3次元測量を実施した。
コンクリート堰堤完成後の埋戻し天端から堰堤本体の
天端高は 6.69 m～8.69 m，幅は1.86 m～2.52 mとなり，
完成検査時に堰堤本体の通り・折れ点の仕上がりを確
認することが転落の可能性があり困難だった。また，
当地域は冬期間（12 月～ 3 月）積雪地帯のため，現

図─ 4　『ロードライト』装置の概要

外部パトロール実施

写真─ 5　外部パトロール実施

図─ 5　『ロードライト』使用状況
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タと構造物モデルがあれば，不可視部の確認（根入れ・
袖部など）が容易にできる。仮に構造物が将来大型台
風・地震などで被災した場合，完成時の点群データと
の比較で，どこが，どの程度被災したかがわかる。点
群データを残し続けることで，新たなデータベースと
しての活用もあると考える。

6．おわりに

今回の工事では，ICTの活用により墜落・転落・接
触事故の防止と，効率を落とすことなく過積載のリス
クを回避できるロードライトを使用し，効果を肌で実
感して無災害で完工することができた。また，完成後
の 3次元測量データを残すことにより，本工事の出来
映え・出来形だけでなく，未来に向けてほんの少しで
あるが遺すことができたかと思う。
現在の建設業における担い手不足は深刻である。
ICT や最先端の技術を駆使し，無災害工事を継続す
ることにより，建設業いいねという次世代の担い手が
必ず現れると確信して，今後も進みたいと考える。
 

［筆者紹介］
小谷　周一（こだに　しゅういち）
石井建材㈱
管理チームリーダー

場全体が雪で覆われる可能性もあった。

（1）3次元測量の実施
設計との比較のため，コンクリート堰堤本体の設計

モデルを作成した。次に工事完成後，3次元測量を実
施して得られた点群データにコンクリート堰堤本体の
設計モデルはめ込むことにより，完成したコンクリー
ト堰堤本体が設計の位置（折れ点部含む）高さに仕上
がっていることを確認した（図─ 7）。

（2） 工事完成後の点群データを残すことによる将来
の可能性

工事終了後に将来継続工事が生じた場合，点群デー

図─ 7　工事完成後の点群データと設計モデルとの比較

図─ 6　搬出先計量値に対してロードライト計量値の比較

平　均　　　　　 98％
最大値　　　　　101％
最小値　　　　　 93％
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遠赤外線カメラと AI を用いた人物検知システムの開発
建設機械の接触災害を防ぎ，作業員の安全を守る

本　木　章　平

建設現場における三大災害の一つに「建設機械・クレーン等による災害」があり，人と建設機械の接触は
重大災害につながる恐れがある。土木技術者において，建設現場で従事する技能労働者の安全を守ることは
重要な責務であり，建設現場における安全性向上は，持続可能な建設産業の構築に向けて重要な課題である。
近年，情報通信技術の高度化やセンサデバイスの小型化・低価格化に伴い，高精度なセンサが比較的容
易に利用できる環境になっている。そこで，建設現場では一般利用が進んでいない遠赤外線カメラを用い
た高精度な人物検知システムに関する研究を行ったところである。本稿では，このたび開発したシステム
の研究成果について報告する。
キーワード：  遠赤外線カメラ，AI（人工知能），人物検知システム，建設機械，接触災害

1．はじめに

建設現場において，「建設機械と作業員の接触災害」
の防止は重要な課題である。厚生労働省の平成 31 年
における労働災害発生状況の分析等 1）によると，建設
業での死傷者数は 15,183 人であり，その内事故の型別
でみると，「はさまれ・巻き込まれ」および「激突され」
による死傷者の割合は 16.7％に上る。さらに，死亡者
数でみると，建設業全体で 269 人であり，同割合は
15.6％であり，約 5人に 1人が「はさまれ・巻き込まれ」
および「激突され」災害に分類される。全てが建設機
械との接触によるものではないが，建設機械による接
触災害の潜在的なリスクが大きいと推察される。また，
平成 27 年から平成 31年の過去 5年間における同種災
害による死傷者数は，年間約 2,500 人程度で推移して
おり，下げ止まりの傾向にある。そのため，ICTを活
用した自動化技術やAIを活用した高精度なセンシン
グ技術による高度な安全対策が必要だと考えられる。
既に様々なセンシング技術が建設現場で導入されて

おり一定の導入効果を得てる一方で，いくつかの課題
もある。例えば，ICタグを利用したセンシング技術で
は，IC タグを身に付けている特定の人物しか検出で
きないこと，検出距離が 10 m前後に限られるなどの
課題がある。その他に，可視光カメラとAI による人
物検知システムも存在するが，夜間や薄暗い環境等の
光源がない場所での人物検出精度が落ちること，検出
距離が 10 m以下に制限されるなどの課題がある。 特

にタイヤ走行式の建設機械においては，移動速度や制
動距離の観点から遠距離の人物検出ができることが望
ましい。
そこで，筆者らはサーマルセンサを用いた遠赤外線
カメラに着目し，「遠赤外線カメラとAI を用いた人
物検知システム」を開発した。本システムは人物の温
度を検知するため，光源のない夜間や薄暗い環境下で
も高精度に人物検出できること，数十メートル離れた
遠距離の人物検出および人物測距が高精度にできるこ
とが特長である。また，可視光カメラと比較して粉塵
や濃霧および逆光の影響を受けにくい特長も有してい
ることから，トンネル現場などの作業環境下における
センシング技術としての有効性が期待できる。

2．システムの特長

（1）遠赤外線カメラと AIによる高精度な人物検出
AI モデルを構築するにあたり，トンネル坑内にお
いて遠赤外線カメラにより画像データの取得を行っ
た。「人」，「ヘルメット」，「自動車」の 3クラスに分
類しアノテーションを行い，教師データを作成した。
教師データを用いてディープラーニングによるAI 推
論モデルを構築した。次に，教師データに使用してい
ない評価用の画像を用いて推論を行った。それぞれ 3
クラスの検出率は 90％以上であることを確認した。
さらに，建設作業員を「人」または「ヘルメット」と
して評価することで，97％以上の検出精度であること

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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を確認した。また，構築したAI モデルを用いてトン
ネル内での暗闇や粉塵環境下における可視光カメラと
遠赤外線カメラの人物検出について比較を行った（写
真─ 1，2）。可視光カメラが不得意とする環境におい
て，遠赤外線カメラの優位性を確認した。
本システムでは，独自の DNN（Deep Neural 

Network）を活用し高速・高精度に物体検出ができる
ことも特長である。

（2） 単眼の遠赤外線カメラによる物体検出と物体測距
本システムでは単眼カメラ画像による物体検出と物

体測距技術を応用し，より簡易的なシステム構成とし
ている。カメラ画像を俯瞰変換処理することで，物体
の路面との設置位置を物体検出枠の底面中央と仮定し
て，物体までの距離を推定している。 室内平坦部で
の検証結果から，実測値と比較して計測距離に対して
1％未満の計測誤差であることを確認した。最大計測
距離は 10 mである。
次に，トンネル坑内においてカメラ位置から人物ま

での距離 0～10 m未満，10～20 m未満，20～30 m未
満，30～40 m 未満の 4 クラスに分けて人物の検出率
を評価した。全ての距離別クラスにおいて，検出率は
97％以上であることを確認した。また，カメラ位置か
ら人物までの距離 20 m位置における計測誤差を確認
した。平均値に対する相対誤差は 1％程度であり，高

精度に人物検出および人物測距できていることを確認
した（写真─ 3）。トンネル坑内の実環境下において，
単眼カメラによる物体測距技術が有効であると考えら
れる。

（3）至近距離の人物検出
上述の単眼カメラによる物体測距技術では，物体の
路面との設置位置が映っていることが条件となってい
る。つまり，人物測距において人物の足元が映ってい
ることが条件である。そのため，カメラから至近距離
にいて足元が映っていない人物までの距離を推定でき
ないことが課題であった。

写真─ 1　暗闇での可視光カメラ（左）と遠赤外緯カメラ（右）の画像比較

写真─ 2　粉塵での可視光カメラ（左）と遠赤外線カメラ（右）の画像比較

写真─ 3　距離 20 m位置での画像
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そこで，ディープラーニングによる物体検出におい
て「画像から 距離別のクラス分類」が可能であるか
検証を行った。本検証では，近距離（カメラからの距
離 10 m以内），中距離（カメラからの距離 10～20 m以
内），長距離（20 m以上）の 3クラスに分類しアノテー
ションを行い学習させた。次に，評価画像を用いて「膝
から上しか映らない人物」を至近距離クラスとして分
類し推論を行った（写真─ 4）。推論の結果，至近距
離の人物検出率も高精度であることを確認し，足元が
映っていない至近距離の人物については，「危険エリ
ア内にいる人物」として検出し評価することが可能で
あると考えられる。

（4）任意に設定可能な警報エリア
本システムはカメラから検出人物（作業員）までの

距離に応じて，警報エリアを任意に設定することが可
能である（図─ 1）。段階的に警報エリアを設定する
ことで機械オペレータの危険意識に対するマンネリ化
を防止するとともに， 建設機械ごとに異なる「最も危

険なエリア」設定の最適化を図ることが目的である。
設定した危険エリア内で人物を検出すると，機械オペ
レータと周辺作業員に光と音で危険を知らせることが
できる。

3．実機検証

（1）検証条件
本システムの実効性を確認するために山岳トンネル
現場での実機検証を行った。使用機械はホイールロー
ダであり，機械後部に遠赤外線カメラを 1台設置した
（写真─ 5，6）。警報エリア設定は図─ 1の通りとし，
人物検出距離が 5 m以内を「危険エリア」，5～10 m
以内を「警戒エリア」，10～15 m以内を「注意エリア」
と設定した。各エリアに応じて警告方法を設定した
（図─ 2）。また，機械運転席に警告灯とモニターを設
置し，機械オペレータが光と音と映像で確認できるよ
うにした。

図─ 1　警報エリアの設定イメージ

写真─ 4　至近距離の人物検出画像

写真─ 5　ホイールローダへの設置状況

写真─ 6　遠赤外線カメラ
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（2）主要な使用機器
①ホイールローダ　
②遠赤外線カメラ
③組み込みシステム
④モニター
⑤ 3色警告灯（ブザー付き）

（3）検証手順
①ホイールローダ後方 20 mに人を配置
② 20 m位置における人物検出および人物測距が正確
にできていることを確認

③低速でホイールローダをバックさせる
④各エリアに応じて設定した警告が作動するか確認

（4）検証結果
ホイールローダが稼働している状態において，リア

ルタイムかつ正確に人物検出および人物測距ができる
ことを確認した。また，注意エリア（検出距離 15 m
以内）では緑色の警告灯が作動し，警戒エリア（検出
距離 10 m以内）では黄色の警告灯が正常に作動する
ことを確認した。さらに，危険エリア（検出距離 5 m
以内）になると赤色の警告灯とブザー音が正常に作動
することを確認した（写真─ 7）。

4．おわりに

「遠赤外線カメラとAI を用いた人物検知システム」
を開発し，山岳トンネルでの実機検証を行いシステム
が正常に作動することを確認した。夜間や薄暗い環
境，粉塵環境などでは遠赤外線カメラが有効なセンシ
ング技術であると考えられる。建設分野においても「遠
隔操作による機械の無人化」や「機械の自動化」が進
んでいる状況を踏まえ，周辺監視技術の一助として本
システムが有効活用できると期待している。一方で，
既存センサや可視光カメラと比較して高価であること

が挙げられる。これは，遠赤外線カメラに使用してい
るセンサや特殊レンズが市場に広く普及していないた
めであり，市場規模の拡大に伴い低価格化が進むと考
えられる。近年では，自動車のセンシングとして遠赤
外線カメラが利用されている事例もあり，将来的な発
展に期待できる。
今後，本システムを様々な工事現場に導入しシステ
ム改善や機能強化を図っていく予定である。
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写真─ 7　トンネル内での実機検証状況

図─ 2　警報エリアに応じた警告方法
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覆工コンクリートの機械化・自動化による
省人化技術の開発と実施工への導入

松　澤　郷　至

本システムは，自動追尾トータルステーションによりセントル位置を測定し，設計位置と実測位置の差
分値がセントル制御盤に無線自動転送されるとともに，セントル制御盤がその値に基づいて天端や側
フォームなどを設計位置に自動的に移動させる統合システムである。この導入により，省人化や作業時間
短縮による生産性向上と型枠設置精度の向上についても図ることができる。本稿では，当技術の開発とそ
の稼働現場への導入について，記載する。
キーワード：  山岳トンネル，覆工自動化，機械化，省人化，ICT

1．技術開発の経緯

山岳トンネルの覆工作業においては，各トンネル形
状ごとに製作した自走式型枠台車（スライドセントル）
を使用して，コンクリートを打設する方法が一般的で
ある。いずれの作業においてもスライドセントル内部
の狭隘な作業スペースでおこなう苦渋作業となってい
る。くわえて，近年発生している担い手不足の影響も
あり，作業者の高齢化・少人数化が著しい。このため，
山岳トンネルの覆工作業においては，その施工進捗や
施工精度の確保が困難となる場面が頻発しているのが
現状である。これらの問題を解決することを目的とし
て，当該作業における機械化・省人化を図る技術を開
発し，それら技術の稼働現場（平成 29 年度　42 号尾
鷲第 4トンネル南部工事：国土交通省中部地方整備局
発注）への導入と使用を進めるに至った。

2．現状の作業方法 

覆工コンクリートにおける一連の作業方法につい
て，以下の図─ 1に記載する。

3． 覆工コンクリート作業における機械化・
省人化 

前章に記載した覆工コンクリートの一連作業は，ス
ライドセントルのセット作業，コンクリートの打設作
業，スライドセントルの脱型作業の 3 つに大別され
る。コンクリートの打設作業における機械化・省人化
については，ある程度の開発が進んでおり，各種設備
の導入によりある程度の機械化・省人化を実現できる
状態である。このことから，スライドセントルのセッ
ト作業に着目し，この作業における機械化・自動化に

図─ 1　覆工一連作業の概要

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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よる省人化の開発に着手することとした。

4．セントル自動セットシステムの開発

スライドセントルのセット作業における機械化・自
動化による省人化を進めるに際して，以下の設備・装
置をスライドセントルに搭載し，各装置が連動した一
連システムとしての開発を図った（写真─ 1）。

写真─ 1　使用したセントルの全景

（1）コンピュター制御によるセントル自動セット装置
・セントル自動セット装置は，自走装置，高さ調整装
置，横断位置および全幅調整装置の構成となる。

・自動追尾型トータルステーションにより，現況のセ
ントル位置を測定する。

・スライドセントルをセットすべき各設計位置と測定
した実測位置との差分値をセントルに設置した制 
御盤へ無線で自動転送される。

・転送された差分値に基づいて設計の設置位置，高さ，
全幅となるよう，セントルの各パーツを自動的に移
動および稼働させる。

・スライドセントルの各パーツの移動および稼働につ
いては，すべてコンピュータ制御の油圧ジャッキに

よる自動操作とした。
・上記システムの概要を以下の図─ 2に示す。

（2）覆工施工継ぎ目の浮き・剥落防止システム
スライドセントルの自動移動・稼働時における既設
コンクリートとの接触を防止するため覆工施工継ぎ目
の浮き・剥落防止システムを搭載した。これは，スラ
イドセントルのラップ部分が既設コンクリートと接触
して所定圧力以上になった時点で，自動セットが自動
停止機能を有するシステムである（写真─ 2）。

写真─ 2　浮き・剥落防止システム

（3）油圧機械式鋼製褄板（自動スライド方式）
従来，木製矢板を使用していた褄型枠にレバー操作
のみで自動的にスライドする油圧機械式の鋼製褄型枠
を導入した。また，鋼製褄板と地山との隙間部分の閉
塞には，エアーチューブを使用した（図─ 3参照）。

5．実施工への導入と効果検証

セントル自動セットシステムにおいては，尾鷲第 4
トンネル南部工事（国土交通省 中部地方整備局発注）
の施工に導入し，その導入効果の検証を図った。

図─ 2　セントル自動セットの概要
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（1）同現場における使用方法
・覆工工事の全延長（L＝1,100 m）に渡り使用した。
・坑内仮設備との兼ね合いもあり，脱型後における次
スパンへの移動は，ペンダントスイッチの手動操作
による移動を行った。型枠ケレン・清掃後の 1 m
程度の移動は，自動操作による移動を実施した。

・ラップ側のセットは，既設コンクリートとの接触を
懸念し，設計よりも 5 cm程度手前までを自動セッ
トとし，残り寸法のセットにおいては，目視確認し
ながらペンダントスイッチの手動操作にて行った。

・ 圧力センサーにくわえて，ラップアングルの加工

半径を 20 mm小さくするとともに，ラップアング
ル上に緩衝の役割を果たす 10 mm厚さのゴム板を
設置した。これらの設置により，既設コンクリート
にラップアングルが接触しない形状としたノンラッ
プアングル構造とすることで，セントルセット時に
おける既設コンクリートの損傷対策を 3重のものと
した（写真─ 3）。

・初めての導入であるため，自動セットの精度検証を
目的として，従来の施工時に行うセット測量（セン
トル位置合わせの寸法測定作業）を自動セット後の
確認作業として全ブロックにおいて実施した（打設
ブロックのセンター点設置，セット高さのレベル視
準，スチールテープによる全幅測定：表─ 1参照）。

（2）システム導入による効果
・セントルセット～褄板設置の作業時間において，
120 分の短縮を達成することができた。
・セントルセットの作業人員は，セントル移動・稼働
時において接触や異常の確認を行う 2名と測定行為
を行う元請け職員 1名で実施が可能となった（従来

図─ 3　油圧機械式鋼製褄板の概要

写真─ 3　ノンラップアングル構造

表─ 1　誤差測定の確認表の抜粋

日付 BL 左右 高さ
BSダボ 簡易検測値 備考
1 2 R L セット時の実測値より，簡易計測値：R=1200，L=1185

3/5 74BL － － DB.7 DB.8 1202 1190
3/6 75BL 4 -6 DB.7 DB.8 1205 1185
3/9 76BL 11 3 DB.7 DB.8 1205 1185 カーブ調整
3/11 77BL 1 5 DB.7 DB.8 1207 1180
3/13 78BL 2 2 DB.7 DB.8 1205 1185
3/17 79BL 9 2 DB.10 DB.11 1202 1186
3/19 80BL 8 1 DB.10 DB.11 1200 1186
3/20 81BL 7 2 DB.10 DB.11 1198 1185
3/23 82BL 5 -3 DB.10 DB.11 1190 1185
3/25 83BL 13 1 DB.10 DB.11 1200 1185 カーブ調整
3/27 84BL 4 0 DB.10 DB.11 1202 1185
3/31 85BL -9 -4 DB.10 DB.11 1203 1186
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は 4～ 6 名＋元請け職員 1名で実施）。褄板設置に
おいても，1～ 2名での実施が可能となった。 

・セントルセット時のジャッキ操作や褄板の加工や設
置作業などの狭隘箇所での苦渋作業から解放され，
施工性・安全性ともに大きな向上を実現することが
できた。

・セット測量の精度は，下げ振りなどを使用して位置
合わせを行っていた従来のセット測量と比較して大
きな誤差が発生することは無く，むしろ精度の向上
が見受けられた。

（3）今後に向けた改善点
・セット位置確認作業の簡略化：当現場では，従来の
施工時に行うセット測量（セントル位置合わせの寸
法測定作業）を自動セット後の確認作業として全ブ
ロックにおいて実施したが，セット完了後に予め設
置した基準測量にレーザー照射をして確認するなど
の確認作業の簡略を図りたい。

・各種自動移動・稼働時における安全性の向上：各種
自動操作による移動・稼働時においては，確認して
いる作業員とセントルとの接触などの災害が懸念さ
れる。当現場では，押しボタン式の緊急停止装置を
設置したが，これを標準装備とした対応を図りたい。

・自動走行時における仮設備への対応：当現場では，
坑内に設置している仮設備（送排水管や電気幹線，
および風管など）への干渉や接触を防止するため，
脱型後における次スパンへの移動を手動操作により
行ったが，センサーの搭載などの対応により自動操
作範囲の拡大を図りたい。

6． コンクリートの養生管理における機械化・
自動化

従来，覆工コンクリートの施工では，一般的な RC
躯体工事（表─ 2に示す圧縮強度の発現時期を基づ
き脱型する構造物）などと比べて，打設後非常に早い
時期に脱型（打設の翌日に脱型：一般的な脱型時の発
現強度　1.5 N/mm2 程度）を行う。そのため，コンク
リートの若材齢時における強度を確実に発現させると
ともに，現地状況に応じた覆工コンクリート本体の強
度を推定し，適切に脱型時期を判断することが重要と
なる。そこで，覆工コンクリートの養生管理における
省人化の開発に着手することとした。

7． 覆工コンクリートの内部温度測定システム
の開発と導入

覆工コンクリート内部温度を容易にリアルタイムで
計測してコンクリート強度の推定を行う 『覆工コンク
リートの内部温度測定システム』を開発し，当現場の
施工に導入した。

（1）内部温度システムの概要
・巻き厚検測ピンの先端に熱電対センサーを設置し，
全ブロックに渡り計測ピンを設置した。
・設置された巻き厚検測ピン（先端に設置された熱電
対センサー）により，打設後～脱型時の覆工コンク
リートの正確な内部温度をリアルタイムに計測した。 
・計測された内部温度より現状における推定発現強度
を算出し，セントルに設置したモニターに表示した。
・上記の内部温度や推定発現強度をクラウド上に集約
し，モバイル携帯端末を利用して時間や場所を選ぶ
ことなく，データの共有管理を行うことを可能にした。
・上記に記載した概要を図─ 4に示す。

（2）システム導入による効果
・従来，内部温度の計測に際しては，コンクリート内
に熱電対センサーを埋設・配線するなどの手間がか
かるとともに，定期的にデータロガーと接続し，測
定値のアウトプットを行う必要があった。これに対
して，センサーの設置手間やアウトプット作業も削
減できる。
・場所や時間を選ぶことなく，コンクリートの表面・
内部温度を正確に計測し，測定値と推定発現強度を
確認できることで，脱型タイミングの的確かつ迅速
な判断・指示を行うことができた。 
・当現場では，同システムに併せてセントル加温養生

表─ 2　脱型時のコンクリ－ト圧縮強度※1

部材面の種類 例
コンクリート
の圧縮強度
（N/mm2）

厚い部材の鉛直または鉛直
に近い面，傾いた上面，小
さいアーチの外面

フーチングの側面 3.5

薄い部材の鉛直または鉛直
に近い面，45°より急な傾
きの下面，小さいアーチの
内面

柱，壁，梁の側面 5.0

橋，建物等のスラブ及び梁，
45°より緩い傾きの下面

スラブ，梁の底面，
アーチの内面

14.0
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システムを用いて，脱型時に必要となる強度の発現
確保を図った。前述の測定システムにより，強度の
発現状況を的確に確認しながらの脱型を実現した。
管理値は，骨組構造解析で算出した脱型必要強度（N
＝ 1.2 N/mm2）の倍以上となる 3.0 N/mm2（打設完
了後 16～18 時間）とし，全ブロックで管理値以上の
強度発現を確認し，脱型作業に反映させた（図─ 5）。

8．トンネル技術の機械化・省人化

当現場では，本稿で紹介した取り組みだけでなく，
全自動コンピュータジャンボの導入を始めとした様々
な機械化・自動化による省人化への取り組みを行っ
た。作業者の苦渋作業の低減や省人化・省力化にとど
まらず，私達元請け職員の省力化や生産性向上を実現
することができた。これらの種々の取り組みが弊社の
トンネル技術だけでなく，国内のトンネル技術の向上
にわずかながら貢献でき，未来のトンネル工事におけ
る大幅な省人化，しいては無人化の一歩となれていれ

ば幸いである。
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図─ 4　覆工コンクリ－トの内部温度測定システムの概要

図─ 5　覆工コンクリ－トの内部温度測定結果の一例
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多機能機械「マルチジャンボ」の開発
山岳トンネルでの切羽作業の安全性と生産性の向上を目指す

野　正　裕　介・浅　沼　廉　樹・能　代　泰　範

山岳トンネルの施工は，①発破（装薬孔穿孔，装薬，発破），②ズリだし，③支保工（鋼製支保工建て
込み，吹付けコンクリート，ロックボルト打設）の繰り返しが基本作業となる。これらの作業の中で，ロッ
クボルト打設の次工程が装薬孔穿孔となり，同一機械のドリルジャンボを使用した連続作業となる。この
ため，ドリルジャンボの 3ブームを有効活用し，これらの作業の効率化を図るためにロックボルト打設と
装薬孔穿孔を同時に行えるマルチジャンボ（以下「本開発機」という）の開発を行った。
本開発機は，ブームが 3本あるドリルジャンボの中央ブームにロックボルト打設用のロックボルタを搭
載することにより，トンネル支保部材であるロックボルトを遠隔にて打設しながら，左右のブームで火薬
を詰めるための装薬孔を穿

せん

孔
こう

することが可能となる多機能機械である。本開発機を運用する事で作業の効
率化とともに，ロックボルト打設時の切羽近傍での人力作業も回避することができ，安全性の向上が可能
となった。本稿では切羽作業の安全性と生産性を向上させる本開発機の開発について報告する。
キーワード：山岳トンネル，切羽作業，安全性向上，生産性向上，ドリルジャンボ，多機能化

1．はじめに

トンネル工は特殊技能を要し，狭い坑内で地質の変
化，湧水による落盤や重機と人の接触等，常に危険と
隣り合わせの作業となっている。近年では，これらの
課題を掘削技術や坑内設備の改良により改善がなされ
ているが，熟練技能員の高齢化による離職で人手不足
は深刻であり，
・トンネル施工の省力化と新規人材の育成
・現場状況に応じた施工計画の策定
は今後の課題となっていた。
そこで，これらの問題を解決するべくドリルメーカ

と共同でロックボルタを搭載した多機能機械（以下，
本開発機）の開発を行った。本稿では本開発機の開発
から現場導入の成果及び今後の課題について報告す
る。

2．本開発機の開発検討

（1）現状のトンネル工のサイクル課題
山岳トンネルの切羽作業は，掘削方式によって若干
異なるが，
①掘削・削孔装薬
②ズリ出し
③吹付け・支保建込み
④ロックボルト打設
上記作業の繰り返しが基本作業となっている。この
時に使用される施工機械は各作業により異なってお
り，機械入替えによる手間や施工方法の複雑化の要因
となっていた。図─ 1に施工サイクルによる機械配
置を示すが，機械掘削では自由断面掘削機を使用する
為，施工サイクル上で同一の機械を使用する事はない
が，発破掘削ではこれらの作業の中で④ロックボルト
打設作業と次施工サイクルでの①掘削・削孔装薬作業
が，同一施工機械の本開発機を使用した連続作業と

図─ 1　施工サイクルによる機械配置

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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なっている。
この 2つの作業は，施工機械の据付位置が異なる事

から④と①の作業毎に施工機械の移動や盛替えが必要
となり，個々に独立した作業と認識されていた。また，
④のロックボルト打設は，
ロックボルト挿入孔穿孔作業
　⇒ドリルジャンボによる機械作業
定着モルタル充填やロックボルト挿入
　⇒切羽近傍で人力作業

となっており，切羽掘削面から岩石落下により作業者
が被災するリスクがあり，切羽作業時の安全性確保等
の更なる対策が求められていた。
これらの対策として，ドリルジャンボの多機能化の

検討を行い，センターブームにロックボルト打設専用
ブーム「ロックボルタ」を装着することでロックボル
ト打設と装薬穿孔を同時施工可能とした多機能機械
「本開発機」の開発を行った。

（2）本開発機に求められる機能
本開発機を開発するにあたり，
・施工サイクルの短縮
・作業者の安全性確保
上記を基本方針として開発を行った。
（a）施工サイクルの短縮
施工サイクル短縮に求められる機能条件を以下に示

す。
①本開発機の固定位置での施工
ロックボルトを打設後，施工機械である本開発機を

次工程の装薬孔穿孔の為に移動せずに行う。
②ロックボルト施工の機械化
チャージングゲージを使用し , 作業員が行っていた
定着モルタル充填作業を，本開発機のみで行う。同じ
くチャージングゲージに可搬・穿孔ドリフタにて挿入
していたロックボルトを，機械にて保持することでロッ
クボルトを挿入できるようにする（写真─ 1，2参照）。

（b）作業者の安全を確保する
安全性の確保として，ロックボルトの挿入孔穿孔
後，作業員が切羽近傍に入っていた人力作業を極力少
なくし , 掘削面から岩石が落下して作業者が被災する
リスクを排除する。

3．基本仕様の検討

2．（2）より求められた機能より，本開発機設計条件
を以下のように決定した。
①同時穿孔可能なブーム配置
ロックボルトの挿入孔穿孔と，次断面の装薬孔穿孔
を本開発機の切羽への据付位置を変更しないブーム配
置とする。
②ロックボルト動作を連動する
ロックボルトの挿入孔穿孔，定着モルタル充填，ロッ
クボルト挿入の一連作業を連続して行うものとする。
③ロックボルトのストック化
ロックボルトをチャージングゲージで運搬していた
が，専用のロックボルトフォルダを複数本保持して運
搬する。
④本開発機にて注入操作を行う
定着モルタルポンプの運転操作を本開発機オペレー
タが自ら行う。

4．概略設計

基本仕様検討により , 鉱山機械にて使用されている
ロックボルト打設専用機「ロックボルタ」に着目した
（写真─ 3参照）。
本開発機のセンターブームに「鉱山用ロックボルタ」
を山岳トンネル用に再設計を実施し，装置の構成を要
素の異なる次の 3つに分けて検討し，各ユニットの開
発を行った。
・ロックボルト格納マガジン
・切替え式セントラライザ写真─ 1　定着モルタル注入作業

写真─ 2　ロックボルト挿入状況
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・遠隔式モルタルホース注入ユニット
以下に個々の機能を説明する。

（1）ロックボルト格納マガジン
山岳トンネルでのロックボルト打設は，
・ロックボルト挿入孔の穿孔　⇒機械作業
・ロックボルト本体の運搬　⇒人力作業
・ロックボルトの挿入　⇒機械作業
上記手順で，機械と人力の繰り返し作業をロックボ

ルト打設作業 1本毎に行う必要がある。
このロックボルト運搬作業を , 鉱山用ロックボルタ

と同様に「ロックボルト格納マガジン（以下，ターレッ
ト）」を採用する事で，ロックボルト施工開始前に予め
複数本ストックが可能となり，運搬時間の短縮と高所
での重量物運搬による作業員の作業負担を軽減する。

（2）切替え式セントラライザ
ロックボルト本体の挿入手順としては，
・挿入孔の清掃　⇒機械作業
・定着モルタルの注入　⇒人力作業
・ロックボルト本体の挿入　⇒機械作業
という流れで施工を行う。
しかし，同一の穿孔穴位置に施工を行うには全て目

視による位置合わせが必要であり，機械操作時にはオ
ペレータと別に切羽近傍で合図者による誘導が必要と
なっており，施工サイクルの低下と安全性が問題と
なっていた。
この対策として，
A．挿入孔穿孔を行う穿孔用ドリル
B．定着モルタル注入ホースユニット
C． ロックボルトをターレットから引き出し挿入す
る挿入用ドリル

これらの 3つの機能を有し , 同一挿入孔にロックボ
ルト打設可能な「切替え式セントラライザ」の開発を

行った。
本装置の採用により，ロックボルト打設作業を連続
的に行う事が可能となり，施工時間の短縮だけでなく
切羽近傍に合図者を入れる必要がなくなり，安全性の
向上が可能となる（図─ 2参照）。

（3）遠隔式モルタルホース注入ユニット
定着モルタルの注入作業は，
・穿孔ドリフタにて挿入孔　⇒オペレータ
・モルタルホース挿入　⇒切羽作業員
・モルタルポンプ操作者　⇒ポンプオペレータ
3名の人員で合図を行い注入作業行う。この時，切
羽機械の死角や騒音から合図が視認できず定着モルタ
ルのロスや誤操作が多く発生する。
この作業を先の切替え式セントラライザに装備した
注入ホースユニットとモルタルポンプへの遠隔操作ユ
ニットを組み込むことで，機械オペレータ単独での操
作を可能とする「遠隔式モルタルホース注入ユニット」
を開発。人力で行っていた定着モルタル充填作業を機
械オペレータ操作と連動することが可能となり，定着
モルタルのロスや切羽作業の削減を図る。
以上の設計条件をもとに，山岳トンネル用「ロック
ボルタ」を開発（図─ 3，4参照）。本開発機への搭
載を行った。

5．機械仕様

本開発機の全景（写真─ 4参照）と機械仕様を以
下に示す。
全長：16,720 mm／全幅：3,140 mm
全高：4,190 mm／質量：49,000 kg
油圧ドリフタ： 2 × HD220（装薬孔穿孔用）   

1 × HD90（ロックボルト穿孔用）   
1 × HD30（ロックボルト挿入用）

写真─ 3　鉱山用ロックボルタ

図─ 2　切替え式セントラライザ（正面）
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6．現場導入の成果

（1）現場搬入・組立
本開発機は，汎用のドリルジャンボと同様に分割さ

れて現場搬入される為 , 本機械も現地にて組立調整を
行った。
組立・調整日数：約 3日

（内訳） 本体組立・調整　2日   
ロックボルトNAVI 調整　1日

現場搬入状況を写真─ 5，組立完了した状況を写真
─ 6に示す。

図─ 3　本開発機施工イメージ図

図─ 4　切替え式セントラライザ（当初）

写真─ 4　本開発機全景

写真─ 5　ロックボルタ用ブーム搬入状況

写真─ 6　坑内組立完了
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（2）実証実験
組立完了後 , 実証実験を運用開始前に行った（写真

─ 7，8参照）。

実施内容は以下の項目であり，個々に①の項目を解
決したあとに②③の項目を行った。
〈実施項目〉
①各ユニットの単独動作確認
　・穿孔ドリフタ運転
　・定着注入ホース運転
　・ターレット及びロックボルト挿入確認
②総合動作確認
③装薬孔穿孔とロックボルト打設の同時穿孔確認

（3）実証実験結果
実証実験を実施した結果，以下の問題点が生じ改良

を行った。
（a）モルタルホース送り装置の不具合
定着モルタル注入作業では，挿入孔穿孔を行った

後，定着モルタルを充填する為に注入ホースの挿入孔
への送り出し ･注入しながらの引き出しを行う。この

注入ホースがホース送り装置からスムーズに出ず，挿
入途中で止まることが頻繁に発生した。また，注入ホー
スの送り出し状況が，オペレータから見づらく注入完
了の視認が困難だった。
〈対策〉
当初，定着モルタルホース送り装置の駆動部（モル
タルホースフィーダ）をロックボルタユニット後部に
設けていたが，駆動部を前方へ移設し，ホースガイド
を現状の下向きから真っすぐにする事で改善を行った
（図─ 5，写真─ 9参照）。

モルタルホースの視認性の向上としては，ホース先
端部の形状変更やホース視認窓の増設にて対応を行っ
た（写真─ 10参照）。
（b）ターレットからの送り出し不良
ターレットからのロックボルト挿入用ドリフタへの
ロックボルトの送り出しは，ターレット自体が旋回す
る事で装着が可能となっているが，挿入孔穿孔時にター
レット下板に穿孔ズリが堆積する事や挿入用ドリフタ
への押込みガイドが短い事から，施工当初にロックボ
ルトの装着不良や脱落が発生した（写真─ 11参照）。

写真─ 7　施工状況 1

写真─ 8　施工状況 2

図─ 5　モルタルホースフィーダ位置変更

写真─ 9　ホースガイド変更
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〈対策〉
ターレット下板への穿孔ズリ堆積は，ロックボルト

天端施工で頻繁に発生しており，下板ガイドレール部
の下板底部にズリ抜け用の開口を設け，合わせてガイ
ドレール端部の拡張を行った。また押込み不良に関し
ては，挿入用ドリフトと押込みガイドを延長する事で
ロックボルトの装着不良や脱落を改善した。

7．本開発機導入結果

実証実験を経て本開発機の現場運用を行った結果，
以下の事が確認された（写真─ 12参照）。

〈本開発機の特長〉
・ ロックボルタの収納マガジン（ターレット）にロッ
クボルトを最大 8本装填し，遠隔でロックボルト
打設が可能。
・ 穿孔，モルタル充填，ロックボルト挿入の一連動
作を作業者が切羽近傍に入ることなく施工が可能
になり安全性が向上。
・ 本開発機の左右のブームを使用し，次工程の発破
孔の同時削孔が可能になり生産性が向上。

〈導入結果〉
トンネル掘削（支保パターン：DⅠ）で 1回の掘削
当たり，13 本のロックボルト（L＝4.0 m）を安全で
正確に打設できることが確認された。また，ロックボ
ルト打設と装薬孔穿孔を同時穿孔で行うことにより，
・20％の省人化（5→ 4人編成に変更）
・10％の作業時間削減
を実現し，生産性の向上につながった（図─6参照）。

8．おわりに

トンネル熟練技能員の高齢化による離職で人手不足
は深刻であり，省力化が求められる中，本開発機マル
チジャンボの開発を行った。
その結果，20％省力化と 10％の作業時間の短縮 , 切

写真─ 10　モルタルホース視認窓増設

写真─ 11　ターレット下板ズリ堆積状況

写真─ 12　改良後のユニットの施工状況
（左右：穿孔ブーム , 中央：ロックボルタブーム）

図─ 6　1サイクル当たりの作業時間比較
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羽に作業員が立ち入らなくなったことによる安全性の
向上が可能となった。更なる改善を行うことにより，
省力化・安全性がさらに向上すると考えられる。今後，
トンネル現場に投入し，更なるブラッシュアップを実
施していく。

謝　辞
最後に本開発機マルチジャンボ開発に当たり，多く

の助言・ご指導をいただいた関係各位に誌面を借りて
心から謝意を申し上げる。
  能代　泰範（のしろ　やすのり）

古河ロックドリル㈱
生産本部　開発設計部
主席技師長

浅沼　廉樹（あさぬま　なおき）
㈱フジタ　機械部
上級主席コンサルタント

［筆者紹介］
野正　裕介（のまさ　ゆうすけ）　
㈱フジタ　機械部
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小断面トンネル機械の遠隔操作における 
距離計カメラの導入

坂　西　孝　仁・宮　川　克　己・手　塚　　　仁

建設機械を操作室でカメラ映像による遠隔操作する際，問題になる点の一つに，映像の距離感欠如があ
る。この解決策として建設機械周囲に多数の映像用カメラの配置，GNSS 等のガイダンスシステムを使用
した補助システムの導入等が考えられる。今回開発を進めている小断面トンネル作業機械の遠隔操作では
この距離感を得るために，距離計カメラを使用して距離を色で表示するシステムを開発した。このシステ
ムにより操作作業者は少ない映像でも，直感的に距離感の補填が可能になり操作性，安全性の向上につな
がった。本稿では今回開発した距離計カメラを使用したシステムの内容，視認性，安全性向上の結果につ
いて報告する。
キーワード：小断面トンネル機械，積込み機，遠隔操作，距離感改善，距離計カメラ

1．はじめに

近年 FIT（電力固定価格買取制度）等によりレー
ル工法によるNATM小断面トンネル工事が，電力事
業者を中心に増加している。これに合わせて当社では
小断面トンネル機械の新規開発を進めているが，坑内
作業における施工環境はレール工法で断面も小さく，
切羽，機械と作業員の距離は必然的に近接となり危険
性が高いので，何らかの安全対策が必要と考えられ
た。そこで遠隔操作を基本に小断面トンネル機械シス
テム開発を進めて安全性の確保を図りたいと考えた。

2．遠隔操作の問題点とその対策

まず遠隔操作についての問題点について述べる。

（1）遠隔操作の現状
日本での遠隔操作技術は緊急対策工事を中心に導入

が進み，雲仙普賢岳床固工工事や阿蘇大橋地区法面対
策工事における建設機械の遠隔操作が有名である。そ
のシステムは以下の通りである。
① 建設機械車載カメラと，現場に遠隔操作用に複数
台設置されたカメラの映像を，操作室において映像
モニターを目視しながら遠隔操作をする（図─ 1）。
② 映像，操作のデータ伝送は無線，有線 LAN，光ファ
イバーケーブル等のデジタル伝送システムを使用
しているが，映像データ量に合わせたシステム構

成となる。
③  GNSS マシンガイダンスシステム等の補助シス
テムを使用して，映像のみでは実現できない精
度を実現している。

（2）トンネル施工で導入した場合の問題点
この遠隔操作システムをトンネル作業機械に導入し
た場合，以下の問題の発生が考えられる。
（a）モニター映像による遠隔操作の距離感の欠如
前述したがカメラ映像における最大の問題点は距離
感である。2次元映像カメラを使用した通常の遠隔操
作では距離感の把握は難しく，通常は車両本体車載カ
メラに加えて周囲の固定カメラを，横方向から現在位
置を把握して作業する方法がとられる。写真─ 1の
ように左下の車両搭載画像に左右上の映像や右下の全

図─ 1　遠隔操作のカメラ配置状況

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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体俯瞰映像を見ながら自己位置を確認して，距離感を
担保している。この場合モニター映像の切り替えや，
ズームアップをする場面もあり，これらの操作を専任
で実施するにはカメラオペレータの配置が必要にな
る。これより操作以外の設備や人員が大きなものにな
るのが現状である。またトンネルの遠隔操作となれ
ば，発破作業や空間の狭さの制約より複数方向からの
カメラ設置自体が難しく，車載カメラが主体となり距
離感の担保が難しい。小断面トンネルになれば更にカ
メラ設置の制約を受ける。この点が今回の開発の主点
になった問題である。
（b）デジタル伝送システムの遅延
Web カメラも含めたデジタル伝送システムはアド

レス管理で多くの機器データの伝送が可能であるが，
映像データの伝送量は 1映像 1-3 Mbps と大きく，カ
メラ内でデジタルエンコードし，ディスプレイ表示前
にアナログにデコードするのでハイビジョンHD720P
規格の伝送をした場合，エンコード，デコードの遅延
が 200-300 ms 程度発生する。これに加えて伝送シス
テムの伝送量の問題もある。遠隔操作の際，映像デー
タは大きく遅延するのに対して，操作データの遅延は
数 10 ms と小さく，この差が微妙な操作になると視
覚が操作に追従しないので，操作作業者の認識以上に
機械動作が大きくなる。この遅延解消対策の一つとし
て，操作の自動化が有効であり，現在当社が研究中の
トンネル吹付遠隔操作技術開発の中でも，メイン操作
であるノズル回転の自動化を実施して効果をあげてい
る。また通信システムの改善としては大容量低遅延の
ローカル 5G導入が考えられるが，機器の普及が十分
でなくまだ研究段階である。
（c） ジャイロセンサー，GNSS等の使用できない環境
無人化施工におけるガイダンスシステムは，映像

データを補完する技術として大変有効であるが，トン
ネル内では GNSS や 9 軸ジャイロセンサー等が使用

できない環境である。従ってこれを補完する場合は，
機体センサーで測定機器位置を相対的に把握して，機
体位置をTS等で計測して絶対位置を特定する方法が
基本となる。当社の吹付機械ではこの方法とマルチス
テレオカメラを併用した吹付位置測定ガイダンスシス
テムを開発中である（図─ 2）。

3． 小断面トンネル積込み機械における遠隔
操作システムの開発

（1）小断面トンネル機械開発の基本方針
今回の小断面トンネル機械開発方針は以下のとおり
であった。
機械開発としては削孔機，吹付機はロボットによる
自動作業機能を搭載し，遠隔操作の場合はこの自動シ
ステムを遠隔操作する方式にした。ただし積込み機の
自動運転システム導入は未だ課題が多いため，遠隔操
作が可能な仕様で開発を進めた。
導入方法は第 1段階として最初の導入現場では，操
作作業員が切羽で従来の使用位置より後方の安全な位
置から機械を遠隔操作使用して問題がないことを確認
する。次に問題点の改良を進めた上，操作室で遠隔操
作の環境を整えて第2段階への移行を考えた（図─3）。

（2）積込み機の遠隔操作システムの問題点
この中で積込み機の開発が先行したが，最終的に操
作室からの遠隔操作を考慮してリモコンによる操作シ
ステムを採用した。また能力UPにより車体が大型に
なり，第 1段階でも切羽から少し離れた機械後方部で
操作する（図─ 4）ので，前方の積込状況が確認し辛
く，映像による遠隔操作になるが，どのようにするか
問題となった。基本的には機械前方に車載カメラを取
り付け，操作位置付近に映像モニターを設置する。
今回は操作する場所が機械直近であるので映像使用

写真─ 1　モニター使用の遠隔操作状況 図─ 2　自動遠隔操作吹付ガイダンスシステム
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した場合も遅延の問題はないが，機器配置からも考え
るとカメラを多数取り付けることは前述したとおり難
しく，スペースも十分ではない。またガイダンスシス
テム導入は GNSS や 9 軸ジャイロセンサーの使用が
難しく，機械後方で操作する場合は現実的ではない。
今後の操作室における操作も考慮すると，このような
状況でどのようにして映像により距離感の担保する方
法があるか，検討する必要があった。

4． 距離カメラを使用した色による距離可視
化の実験

遠隔操作を前提に距離感を担保する方法を数案検討
し，予備実験を実施して有効性を確認した。

（1）距離計カメラシステムの選定
①高精細映像の使用（4K）による距離認識
②俯瞰カメラの使用した上空視点による距離認識
③距離計カメラを使用した色による距離認識
以上のとおり数案を文献等より検討した結果，①高

精細映像の使用でも距離感の担保は十分ではない。②
俯瞰カメラ映像は移動の際に周囲の状況の把握は容易
であるが，操作作業者目線でないので操作性向上には
つながらない。この中で③距離計カメラを使用した色
による距離認識は遠隔操作用として実用化されていな
いが，操作作業者が直感的に状況判断できるので有効
ではないかという結論になった。

（2）システム構成と予備実験
距離計カメラを使用した色認識システムの有効性を
確認するために，開発機と同等能力の機械に距離計カ
メラと色認識が可能なシステムを搭載し，現場で視認
実験を実施した。
①実験場所　 国道 103 号線青ぶな山トンネル避難坑

工事
②実験内容　 積込み作業における距離計カメラを使

用した距離の色認識映像による操作作
業者の視認感覚実験

③使用機材　 ITDLab 製ステレオカメラ ISC-100XC 
（100 万画素　有効画角：83°）   
ノート PC　CF-SZ5 （Windows10）   
レーザー距離計BOSCH製（GLM500） 
照度計TRUSCO製（TLX-204）

④搭載機械　 積込み機シャフローダKL-15（コトブ
キ技研）

⑤機器取付　 図─ 5のとおり操作席前方にカメラ
表示システムを設置

⑥色の設定　 図─ 6のとおり色を 40 cm間隔で設定
⑦予備実験
本距離計ステレオカメラの映像は白黒出力である。
一眼は映像表示用，もう一眼は計測用のカメラとなっ
ており，映像出力は距離を色で表す視差映像，白黒生
映像と視差映像を合成した合成映像の出力が可能で
あったので，操作作業者に確認して一番見やすい合成
映像を採用した。違いは図─ 7を参照。　

図─ 3　小断面トンネル機械開発ステップ

図─ 4　積込み機械平面図
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（3）実験と解析結果
（a）実験方法
以下の条件で実験を実施した。
○ 積込みバケットと積込み部付近が視認できるよう
にカメラを設置。
○最初，操作作業者は目視で積込み作業。
○ 次に操作作業者は，ノート PCのモニターに表示
されている合成画面を見ながら 1分程度作業を続
け，この動作を 3回繰り返し。

（b）操作作業者のモニター結果
操作作業者からの意見は以下のとおりであった。
○ 色の認識による位置確認は大変容易で使いやす

い。
○あまり色が多くなくていい。
○ 積込みブレード部の境界で段差があるので，ここ
で色が変わると作業がしやすい。

（c）映像分析結果
①シーン 1，②シーン 2共に両方ショベルと岩石が
接しているように見えるが，ステレオカメラで測距を
するとシーン 1は 1 m以上離れ，シーン 2では 10 ～
40 cm程度の近距離にあることが判った。また合成画
像の色を見比べると，シーン 2のバケットは岩石と近
い黄色に着色され，より近い位置関係にあることが分
かる（図─ 8）。

図─ 5　距離計カメラによる実験機器設置状況図
図─ 6　距離計カメラと表示色

図─ 7　距離計カメラと表示画面（左：視差映像　右：合成映像）

図─ 8　視差実験状況（①シーン 1　②シーン 2）
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（4）実験のまとめ
実験結果より距離計カメラを使用した色による距離

表示は，直感的かつ容易に視覚アシストが可能である
と認識できた。ただ表示色に関しては掘削範囲の限界
距離，積込みブレード境界等のポイントになる距離で
色分けし，色を少なくする方が認識しやすかった。
この実験結果を反映させたシステムを実機に合わせ

開発を進めた。

5． 距離カメラを使用した遠近距離可視化シ
ステムの開発

今回の積込み機用のシステム開発では左右積込ブ
レード境界部の認識のため，左右 2か所に距離計カメ
ラを設置したが，画面は左右均等に表示すると画面認
識に迷いが出ることがわかり，今回は左側カメラ映像
を中心に全体表示をし，右側カメラ映像は右側境界部
を中心に映像補完をする合成画面とした（図─ 9）。
またカメラ位置，角度入力によって積込みブレード

の位置を平行に色表示できるように，微調整が可能な
カスタム設定ができるようにした。今回は積込みブ
レード面エリア，積込み可能エリア，それ以外のエリ
アと色分けにより，直感的にどこまで積込みが可能か
認識できて，少ないカメラ視点で距離感の担保が可能
になったと考える。これにより操作作業者は切羽より
離れた位置からの作業も，容易に可能となり安全性の
向上にも寄与するであろう。

6．おわりに

今回完成した遠近距離可視化システムは小断面トン
ネル積込み機に搭載するが，現場使用で視認性の検証

を加えて，ブラッシュアップを図っていきたいと考え
ている。特に遠隔操作の積込作業において本技術は有
効であるが，実映像との違いの違和感をいかに低減す
るかが今後の課題だと思う。
この距離計カメラを使用した技術は，車の自動運転
に採用されて最近は一般的になっているが，今回は距
離別色表示機能を使用して遠隔操作における視認性の
向上や安全性向上に活用した。
今後はこの技術開発で活用した内容を基に，色を使
用して危険区域等を明示，進入防止警報の発出等，更
に安全対応技術として展開を考えている。
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・ 建設機械の遠隔操作技術 向上に関する 共同研究報告書 平成 28 年 12 月
国立研究開発法人土木研究所 国立研究開発法人情報通信研究機構
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部長

［筆者紹介］
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図─ 9　遠近距離可視化システム画面　（左：操作用表示画面　右：カメラ本体）
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穿孔作業の集中管理による
山岳トンネルの発破の高度化

谷　口　　　翔・天　童　涼　太・池　村　幹　生

山岳トンネルの施工は，いまだに多くの部分を熟練作業員の技能に頼っている現状があり，近年は，熟
練作業員の減少や新規入職者の不足への対応が喫緊の課題となっている。このような背景のもと，当社は，
ICTにより山岳トンネル工事の生産性を飛躍的に高める取組みとして，「山岳トンネル統合型掘削管理シ
ステム」の開発を推進している。その一環として，トンネル坑内に設置した中央制御室に施工データを集
約して穿孔作業を集中管理するシステムを構築し，国土交通省中国地方整備局発注の玉島笠岡道路六条院
トンネル工事に適用した。本稿では，その技術概要および現場適用の状況について報告する。
キーワード：  山岳トンネル，発破作業，遠隔化，マシンガイダンス，集中管理

1．はじめに

1980 年代以前の山岳トンネルでは，鋼製支保工と
矢板を主な支保部材とする矢板工法が一般的であった
が，その後，吹付けコンクリートとロックボルトを主
要な支保部材とするNATMが導入され，トンネル工
事の生産性は大きく向上した。一方で，いまだに施工
の多くの部分を熟練作業員の技能に頼っている現状が
あり，近年は，熟練作業員の減少や新規入職者の不足
への対応が喫緊の課題となっている。
熟練作業員の技能に大きく依存する作業の代表的な

例として，切羽掘削における発破作業が挙げられる。
発破掘削は硬岩から中硬岩地山を対象としており，地
山の変化に対しても比較的容易に対応できるため，効
率と経済性の面から山岳トンネルでは一般的な掘削方
式である。発破作業はトンネル切羽における施工サイ
クルの約 3割を占めており，その効率が山岳トンネル
工事の生産性に大きく影響する。 
このような背景のもと，ICTにより山岳トンネル工
事の生産性を飛躍的に高める取組みとして「山岳トン
ネル統合型掘削管理システム」の開発を推進してい
る。その一環として，トンネル坑内に設置した中央制
御室に装薬孔の位置データや掘削出来形データなどの
施工データを集約し，穿孔作業を集中管理するシステ
ムを構築し，国土交通省中国地方整備局発注の玉島笠
岡道路六条院トンネル工事に適用した。

2．発破作業の現状

（1）従来の発破作業
山岳トンネルの発破作業では，事前に発破パターン

（装薬孔の位置や角度）を設定し，発破パターンをも
とに穿孔作業を行う（図─ 1）。効率的な発破を行う
ためには，以下の 2つの技術が重要となる。
①定量的根拠にもとづいた発破パターンを作成する技
術
②発破パターンどおりに正確に穿孔する技術
しかし，これまでは，切羽面に穿孔位置を素早く測
量する技術がなく，作業員の感覚に頼って穿孔作業が
行われてきた（写真─ 1）。
また，実際に穿孔した位置と掘削出来形の関係を定
量的に評価する技術がなく，発破パターンの修正も作
業員の経験や勘を頼りに行われてきた。

図─ 1　発破パターンの一例

特集＞＞＞　建設施工における事故・ミス・トラブル防止
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（2）マシンガイダンス機の導入
近年，効率的なトンネル発破の実現に向けて，マシ

ンガイダンス機能を有するドリルジャンボ（以後MG
ジャンボ）の導入が進んでいる。
MGジャンボの運転席には，ブームごとにマシンガ

イダンス画面が配置されている。マシンガイダンス画
面には，あらかじめ登録しておいた発破パターン（穿
孔位置，さし角，穿孔深さなど）が表示される（図─
2）。オペレータは，マシンガイダンスモニタに表示
される発破パターンに，穿孔位置，さし角，穿孔深さ
が一致するように実際のブーム，ガイドセル操作を行
う。この際，マシンガイダンス画面に表示されるブー
ムの位置は，トータルステーションによるMGジャ
ンボの位置測量と，MGジャンボのブームに内蔵され
ているセンサーにより特定している（図─ 3）。
MGジャンボではブーム，ガイドセルを正確に誘導

することで，設定した発破パターン通りの穿孔を行う
ことができる。また，MGジャンボは，実際に穿孔し
た装薬孔の位置データを記録する機能も有している。

写真─ 1　装薬孔の位置決め

図─ 2　マシンガイダンス画面

図─ 3　MGジャンボの位置計測

3．穿孔作業の集中管理

（1）集中管理システムの概要
本システムは，MGジャンボで取得した施工データ
を分析し発破の改善サイクルを実践することで，発破
作業を効率化し，トンネル工事の生産性向上を図るこ
とを目的とする。発破の改善サイクルの実践にあたっ
ては，トンネル坑内に中央制御室を設置し，中央制御
室内に装薬孔の位置データや掘削出来形データ，地質
情報などの施工データを集約し，発破パターンの見直
しを行う（図─ 4）。MGジャンボを中央制御室から
遠隔で操作し，修正した発破パターン通りに正確に穿
孔を行うことで，施工データを確実にフィードバック
する（図─ 5）。

（2）中央制御室の設置
中央制御室は，トンネル内でクリーンな作業環境を
得るために防じん仕様とした。加圧補強改造ユニット
ハウス，コンプレッサ，エアシャワールーム，ハウス
内パージ用集塵機などを一体で架台に架装し，台車に
搭載する。写真─ 2に中央制御室の外観を示す。中央
制御室では粉じん作業下で常時着用していた保護マス
クから解放され，エアコンのある快適な環境下で穿孔
作業を行うことが可能となる。
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（b）掘削出来形，地質データ
発破後の切羽の掘削出来形データと地質情報を専用

の「切羽情報取得システム」により取得する（図─ 7）。
本システムは，切羽出来形計測用の 3D レーザース
キャナと評定点，地質情報取得用のマルチスペクトル
カメラとステレオカメラ，ハロゲン照明などを 1台の
計測車両に搭載し，掘削直後の切羽に計測車両を進入
させて計測を行う。計測に使用する機器類は車載 PC
で制御し，切羽でのデータ取得を短時間かつ効率的に
実施する。写真─ 3に切羽でのデータ取得状況を示す。
データ取得後，専用のシステムを用いて処理を行
い，掘削出来形および地質情報を定量的に評価する。

（4）発破パターンの見直し
（a）発破の評価
取得した装薬孔の穿孔位置データと 3Dレーザース
キャナで取得した切羽の掘削出来形データを，トンネ
ル坑内に設置した中央制御室に集約し，両者の関係を

図─ 5　発破の改善サイクル

図─ 4　穿孔作業の集中管理システム

図─ 6　装薬孔の位置データの取得

図─ 7　掘削出来形・地質データの取得

写真─ 2　中央制御室

（3）施工データの集約
（a）装薬孔の位置データ
実際に穿孔した装薬孔の位置データは，MGジャン

ボで取得，記録され，坑内のネットワークを通じて，
中央制御室内の PCに転送される。図─ 6に装薬孔の
位置データの取得概要図を示す。
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評価する。取得データを CIMに一元的に表示するこ
とで，穿孔数や爆薬量の変更検討を行い，定量的な根
拠にもとづいて装薬孔の間隔や穿孔角度を算出するこ
とができる（図─ 8）。
（b）発破パターンの作成
当社開発の発破パターン作成プログラムに，算出し

た装薬孔の間隔や穿孔角度を入力することで，施工
データを反映した修正発破パターンを自動で作成する
ことができる（図─ 9）。修正した発破パターンは，ネッ
トワークを通じてMGジャンボに転送される。
従来の発破パターンの修正では，発破の評価をもと

にトンネルの断面にあわせて三次元座標を付与する作
業を手作業で行う必要があり，1日単位で時間を要し
ていた。発破パターン作成プログラムを用いること
で，発破パターンを数分で修正でき，発破の評価を即
座にフィードバックすることが可能である。

（5）発破パターンどおりの正確な穿孔
MGジャンボを改造し，中央制御室からMGジャン
ボを遠隔で操作する仕組みを構築した。中央制御室と
MGジャンボを通信ケーブルで接続し，遠隔操作に必
要な情報の通信を行う。オペレータは，中央制御室か
ら，MGジャンボに搭載したカメラの画像とマシンガ
イダンス情報をもとに遠隔でドリルジャンボを操作
し，正確な穿孔作業を行う。
（a）ドリルジャンボの遠隔化
ドリルジャンボを遠隔で操作するにあたって，古河

ロックドリル社製のMGジャンボをベースマシンとし
て改造を行った（写真─ 4）。
ベースマシンのMGジャンボは，レバー操作の入
力に対して油圧バルブを作動させることでブームなど
各種装置の動作を行う。この油圧回路に電磁バルブを
追加し，遠隔からの電気信号の入力により操作できる
ようにした（写真─ 5）。遠隔からの各操作信号は

写真─ 3　掘削出来形・地質データの取得状況

写真─ 5　電磁バルブ化した運転席

写真─ 4　遠隔改造したMGジャンボ

図─ 8　穿孔位置と掘削出来形の一元表示

図─ 9　発破パターン作成プログラム
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PLC（Programable Logic Controller）によって制御
され，ドリルジャンボの対応するリレーへと信号が送
られる。この信号を受けることによって，ドリルジャ
ンボは直接操作する場合と同じように作動する。
遠隔操作と直接操作の切替えは，中央制御室に設置

した操作盤と，ドリルジャンボ本体後方に追加した切
替えスイッチの両方を操作して行う。
（b）映像取得
遠隔操作で穿孔作業を行うため，MGジャンボにカ

メラを新たに設置した。
MGジャンボの 3本のブームをそれぞれ確認するた

めのカメラを運転席のヘッドガード上に搭載し，さら
にその上部に，切羽全体を俯瞰するカメラを搭載し
た。また，切羽の下半および大背部を確認するための
カメラをドリルジャンボ本体下部に搭載した（写真─
6）。カメラは防水・防じんケースに収納され，免震
装置をあわせて取り付けている。

写真─ 6　ジャンボに搭載したカメラ

取得したカメラ画像は，中央制御室に設置されたモ
ニタに表示され，オペレータは，このモニタを見なが
ら穿孔作業を行う。中央制御室からの操作で，カメラ
視点の移動や拡大・縮小が可能である。
（c）マシンガイダンス機能の活用
中央制御室のモニタ画像は 200 ms 程度の遅延が生

じる。また，二次元画像であることから，直接目視す
る場合に比べて奥行情報が欠如し，ブームの位置を正
確に把握することが難しい。そこで，MGジャンボの
マシンガイダンス機能と連携して操作を行う。中央制
御室の操作席には，MGジャンボ本体側と同様に，マ
シンガイダンス画面やドリフタの油圧情報などの表示
画面が設置されている。オペレータは，ブームとトン
ネル壁面ならびにブーム同士の離隔をカメラ画像で確
認しながら，マシンガイダンス情報に従って細かい
ブームの位置合わせを行う。

4．六条院トンネルへの適用

本システムを，国土交通省中国地方整備局発注の玉
島笠岡道路六条院トンネル工事に適用し，その運用効
果の検証を行った。写真─ 7に遠隔で操作されるMG
ジャンボを示す。

写真─ 7　遠隔で操作されるMGジャンボ

六条院トンネルは，施工延長 L＝1,088 m の 2 車線
道路トンネルである。本トンネルの対象地山は中生代
白亜紀～古第三紀の中粒花崗岩および粗粒花崗岩で，
トンネルのほぼ全線で硬質な岩盤の出現が想定されて
いた。このため，本トンネルでは，生産性を向上させ
るために発破の改善サイクルを効果的に運用すること
が求められた。

（1）発破の改善サイクルの運用例
本システムの適用開始後，六条院トンネルでは岩盤
性状がたびたび変化したため，取得した施工データを
用いた発破パターンの修正を繰り返し行った。六条院
トンネルでの発破の改善サイクルの運用例を示す。
（a）孔間隔の調整
図─ 10に示すように，全面に硬質な岩盤が出現す
る切羽で，払い部分に岩盤の破砕が不十分な箇所が生
じ，所定の進行長が確保できない事態があった。この

図─ 10　払い孔の破砕が不十分な箇所
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とき，払い孔の抵抗線長が短くなるよう孔間隔を調整
し，発破パターンの修正を行った。修正後に掘削出来
形を計測し，所定の進行長を確保できていることを確
認した（図─ 11）。
発破の改善サイクルを実践することで，硬質な岩盤

においても確実に岩盤を破砕する最適な発破パターン
を簡単に作成することが可能である。
（b）孔数の見直し
写真─ 8に示すように，側壁脚部で硬質な岩盤が出
現し，局所的な掘削不足が生じた。このため，隅部の
装薬孔を追加し，孔間隔を短くする発破パターンの修
正を行った。発破パターン修正後，硬質な隅部の岩盤
を十分に破砕し，所定の掘削断面を確保できているこ
とを確認した。このような局所的な岩盤の変化に対し
ても，迅速で柔軟な発破パターンの修正が可能である。

写真─ 8　側壁脚部の硬質な岩盤

（c）差し角の見直し
これまで，差し角の調整は，岩盤の硬さや割れ目の
状態を考慮しながら，熟練作業員の経験にもとづいて
行われてきた。六条院トンネルでは，本システムを適
用することで，定量的な根拠にもとづいてサイクルご
とに差し角を調整し，余掘り量の低減を図った。
六条院トンネルで本システムを運用して，施工デー
タの集約から穿孔作業までの全ての作業を中央制御室
内で集中管理し，発破の改善サイクルを繰り返してい
くことで，効率的に発破作業を行えることを確認した。

5．おわりに

これまでは発破パターンの修正には多くの労力と時
間が必要だったが，本システムにより，取得した施工
データにもとづいて迅速にパターンの修正を行うこと
ができ，次発破への柔軟な対応が可能であることを確
認した。
現在，本トンネルの運用実績を分析し，発破作業の
さらなる高度化に向けた検討を行っている。また，
MGジャンボの遠隔化に続いて，他作業の遠隔化・自
動化にも取り組んでおり，ICT を活用し，中央制御
室からトンネル施工を一元管理することを目指して技
術開発を推し進めていく。
 

池村　幹生（いけむら　みきお）
安藤・間
建設本部　先端技術開発部　土木技術開発グループ

天童　涼太（てんどう　りょうた）
安藤・間
建設本部　土木技術統括部　技術第三部　
トンネルグループ

［筆者紹介］
谷口　翔（たにぐち　しょう）
安藤・間
建設本部　先端技術開発部　土木技術開発グループ
グループ長

図─ 11　発破パターン修正後の掘削出来形
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1．はじめに

札幌市は，約 197 万人の人口を有しながら，年間の
平均降雪量が 597 cm（1981～2010 年の過去 30年平均）
となっており，世界でも稀にみる多雪な大都市である。
このため，市が毎年実施する市民意識調査におい

て，「市政に対する評価（力をいれてほしいもの）」で
は「除雪に関すること」が近年は常に 1位となってい
るなど，市民の雪対策への関心は非常に高い。 
一方，財政上の制約や，少子高齢化により除排雪の

担い手である建設業の従事者の確保が難しくなるな
ど，市の雪対策を取り巻く環境は年々厳しい状況に
なっている。
こうした中，札幌市では 2018 年に「札幌市冬のみ
ちづくりプラン 2018」を策定し，今後の雪対策の方
向性を示したうえで，市民と行政の協働の推進など，
様々な施策を展開し，課題に対応していくこととして
いる。

2． 札幌市の雪対策の現状と課題，今後の方向性

（1）札幌市の除排雪の概要
札幌市の除排雪については，道路の機能や交通量等

に応じて除雪水準を定め，作業が進められる。
主な作業としては，降雪 10 cm を目安に出動し，

道路の両脇に雪を寄せる「新雪除雪」，路面の不陸や
融雪時のザクザクを削る「路面整正」，道路脇の雪山
で狭くなった道幅を広げる「拡幅除雪」，またこれら

の除雪作業で十分な道幅を確保できなくなった場合
に，道路脇に積み上げた雪山を取り除く「運搬排雪」
などがある。
使用する除雪機械としては，新雪除雪や路面整正で
は，幹線道路はモータグレーダーやタイヤショベル，
住宅街の生活道路ではタイヤショベルが用いられる。
また，拡幅除雪や歩道除雪はロータリー除雪車が，運
搬排雪の場合は，雪を堆雪場まで運搬するダンプト
ラックのほか，ほぼ全ての機種の除雪機械が活躍する。
通常，作業は交通に支障のないよう深夜に行われる

が，全市（札幌市の除雪延長約 5,400 km）で新雪除雪
を行った場合は，一晩で約 1,000 台の除雪機械が稼働
し，約 3,000 人の作業員が従事することになる。
除雪業務は，市内を，連合町内会をベースとした多
数（マルチ）の地区（ゾーン）に区分し，その地区ご
とに，複数の除排雪業者が除雪全作業種目（車道除雪，
歩道除雪，運搬排雪，その他の除雪作業）を連携させ，
一括して多角式に実施する『マルチゾーン方式』を採
用している。
現在，市内には 23 のマルチゾーンが配置され，各
ゾーンで市が特定共同企業体に除雪業務を発注してい
る。また，2011 年度からは夏場の道路維持業務を含
めて通年の業務として発注している。

（2）現状と課題
（a）市民ニーズに対応した除排雪
2016 年に実施したアンケート調査では，冬期の道
路状況への不満は，幹線道路では 2割程度であるのに

浜　岸　俊　也

札幌市は，世界でも稀にみる「多雪な大都市」であり，それゆえ，雪対策に対する市民の関心は非常に
高く，行政が行う除排雪に関する要望・苦情も多い。一方，雪対策を取り巻く状況は，除雪従事者の高齢
化や担い手不足，除雪機械の老朽化などの多くの課題を抱え，近年厳しさを増している。
本稿では，札幌市の雪対策の現状と課題，今後の方向性について述べたのち，将来を担う子供達が除排
雪に対する理解を深めることを目的とした雪体験授業など，地域における市民との協働の取組について，
豊平区での事例を紹介する。
キーワード：除排雪，市民との協働，雪体験授業

札幌市の雪対策
～現状と課題，地域における市民との協働の取組み～
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対し，生活道路では出入口前に雪が置かれることな
ど，不満が 7割程度ある（図─ 1）。
また，生活道路の排雪については市と地域が費用を

負担し合う支援制度としてパートナーシップ排雪制度
があるが，近年，労務単価などの上昇に伴い地域支払
額が増加し，町内会活動に支障が出かねない状況と
なっている。
さらに，近年は局地的な大雪や初冬期の大雪など，

通常の除雪では対応できず，交通が麻痺状態となるな
ど，市民生活に大きな影響を与える事例が増えている。
今後，これらの社会環境の変化に対応できなけれ

ば，市民ニーズなどに応じた雪対策を進められなくな
ることが懸念される。
（b）危ぶまれる除排雪体制
市の除雪従事者のうち，60 歳以上の除雪オペレー
ターは 2割を超えているが，29 歳以下は 1 割以下と
非常に少ない。厳冬期では従事者の長時間労働も多く
なりがちで，若い世代に敬遠される業種となっている。
また，除雪事業者が保有する除雪機械の老朽化が進

み，雪堆積場の郊外化で運搬距離が増加し，排雪に用
いるダンプトラックの確保も困難になっている。
2027 年には除雪従事者が 2割程度減少することが

推計されており（図─ 2），今後人材や除雪機械が確
保できず，十分な除排雪ができなくなることが懸念さ
れる。

（c）増大する除排雪予算
市の除排雪の関係予算は，労務単価や機械損料など
の上昇のほか，市民ニーズへの対応などにより，2017
年には年間 200 億円を超えるなど（図─ 3），厳しい財
政状況にも関わらず増加傾向にある。
今後，労務単価などの上昇が続けば，必要な除排雪
予算の確保が困難になることが懸念される。

図─ 3　�2009～2018 年における除雪予算（労務単価などの補正含む）の
推移（出典；札幌市）

（d）市民との協働による雪対策
除排雪は，限られた機械と人員で行うため，生活道
路において玄関や車庫前の雪処理は市民にお願いして
いる。しかし，苦情・要望のうち，これらの出入口前
の雪処理に関する割合は，ここ数年変化はなく（図─
4），高齢化の進行により，出入口前の雪処理への市
民の負担感が増しているとも考えられる。

図─ 4　�苦情・要望に占める「玄関や車庫前に雪を置いていく」の割合�
（出典；札幌市）

（e）雪対策に対する市民意識
市では除排雪作業の妨げとなる「路上駐車をしない」
や「敷地内から道路への雪出しをしない」などの冬の
ルールを市民に周知し，その認知度は高いにも関わら
ず，一部には守られていない状況が見られる。
今後，冬のルールが守られなければ，除排雪作業の
効率の低下が懸念される。

図─ 1　2016 年市民アンケート「生活道路の不満」（出典；札幌市）

図─ 2　札幌市の除雪従事者の将来推計（出典；札幌市）
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（3）今後の方向性
「札幌市冬のみちづくりプラン 2018」では，前述の
ように社会環境が大きく変化する状況であっても，雪
対策が抱える課題に対応し，将来にわたり安心して安
全に冬をすごせるよう，「安心・安全で持続可能な冬の
道路環境の実現」を目指すべき将来と位置づけ，5つ
の視点と重点施策を展開することとしている（図─ 5）。
計画では，今後 10 年間で実現すべき取組を位置づ

けており，その実効性を担保するため，2019 年に「札
幌市冬みちプラン 2018・実行プログラム」を策定し，
進行管理を行っている。
計画における取組内容や，実行プログラムについて

は割愛するが，詳細は以下を参照されたい。
https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/kei 

kaku/index.html

3．豊平区における雪対策

（1）豊平区の概要
札幌市には 10 の行政区があり，このうち豊平区は

市の南東部に位置し，人口約 22 万人で全市人口の約
11%，面積46.23 km2で全市面積の約4％を占めている。
各区には土木部（土木センター）が配置され，区内

の道路や河川，公園などのインフラの維持管理を行っ
ており，筆者が勤務する豊平区土木センターでは約
461 kmの道路の維持管理などを担っている。
冬期間は道路の除排雪が主な仕事となるが，豊平区
では 2つの地域（マルチゾーン）に分け，道路維持除
雪業務を発注し，業務にあたっている。

（2）除排雪に関する市民からの要望への対応
除排雪に関して市民から数多くの要望・苦情が寄せ
られるが，これらは土木センターのほか，各マルチゾー
ンに設置された特定共同企業体の「除雪センター」で
対応している。
その件数は全市で 1シーズン約 10,000～30,000 件，
多い時は約 40,000 件に達したこともあり，豊平区でも
シーズン 1,000～3,000 件程度になる。降雪が多い日や
除排雪作業が入った翌日は，こうした要望・苦情で職
場の電話が朝から夕方まで鳴りやまないことも多い。
要望・苦情件数は，概ねその年の降雪量に比例する
傾向にあるが，特に大雪や降雪が連続して続く場合
は，除排雪体制の限界もあり，市民の要望に完全に応
えることが難しい。こうした要望・苦情の要因の 1つ
に市民に市が行う除排雪作業の現状が十分に理解され
ていないという側面がある。
市では，より良い冬期道路環境の確保のためには，
市民の理解や市民と行政との協働の推進がこれまで以
上に必要と考え，様々な取組を実施している。以下，
これらの取組のうち，豊平区での事例を紹介する。

（3）地域における市民との協働の取り組み
（a）雪体験授業，出前講座
雪体験授業とは，市職員が小学校に出向いて除排雪

に関する授業を行うもので，豊平区では，2020 年度に
おいて，区内 21校のうち19校において実施している。
授業内容の一例を挙げると，「座学」では，札幌市
の除排雪の概要をスライドや動画などを用いて，実際
に作業に携わる職員が直接説明することで，作業の苦
労や課題，市民に協力してもらわなければならないこ
となどを理解してもらう。
「除雪機試乗体験」では，除雪機械の役割を学ぶと
ともに実際に乗車し，運転席からの視界の悪さを実感
してもらうことで安全意識の向上を図り，かつ除雪機
械の「カッコ良さ」から，除雪に興味を抱いてもらう
（写真─ 1）。
「冬みちマップ製作」では，児童たちが自ら学校周
辺における危険箇所（雪山で見通しが悪い，路面がツ
ルツル等）を地図にまとめることで，冬期の道路環境

図─5　「札幌市冬のみちづくりプラン2018」における取組の視点と重点施策
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に対する注意意識を高めてもらう（写真─ 2）。
どの授業も児童や学校（先生方）から好評を頂いて

おり，これまで市民の側としての目線でしか考えてい

なかったが，授業を通して，除雪をする側の実情や苦
労を知ることができ理解が深まったとの声も多い。
このほか，小学校以外の学校や一般市民を対象とし，
職員が赴き，除排雪について説明する出前講座なども
実施するなど，市民理解のための取組を進めている。
（b）地域除雪ボランティア活動への支援
除雪ボランティア活動（周辺道路の除雪，高齢者な

どが居住する住宅の出入口処理や屋根の雪おろしなど）
を実施する団体に除雪用具の無料貸出を行っている。
貸出先は町内会のほか，高校や中学校なども含ま
れ，学校によっては部活動の一環として実施している
ところもある（写真─ 3）。
（c）その他
このほか，町内会と協力して，地域の雪置き場とし
て冬期間に公園を活用する取組や，除排雪の支障とな
る違法駐車や道路への雪出しなどについて，行政（市・
警察）と町内会が合同でパトロールを行うなど，地域
と協働した取組が行われている。

4．おわりに

2020 年度はコロナ渦の影響もあったことから，地
域における市民との協働の取り組みについては，一部
中止，または手法の変更が生じたものもあったが，雪
体験授業については，感染予防対策に配慮したうえ
で，概ね実施できた。
札幌市では，ここ数年は少雪傾向の気象が続いてい
るものの，今後，雪対策が抱えている多くの課題に対
応していくためには，除排雪作業の効率化・省力化な
どハード面の取組もさる事ながら，引き続き市民理解
や市民との協働などのソフト面の取組が重要であると
考えている。
将来のまちづくりを担う子供達が，除排雪に関心を
持ち理解が進むことで，札幌の大きな魅力でもある雪
とともに，これからも冬を快適に過ごしていけるよう
願っている。
 

［筆者紹介］
浜岸　俊也（はまぎし　としや）
札幌市
豊平区土木部　維持管理課
課長

写真─ 2　雪体験授業（冬みちマップ製作）の様子

写真─ 1　雪体験授業（除雪機試乗体験）の様子

写真─ 3　地域除雪ボランティア活動の様子（写真は過年度の事例）
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オランダ駐在私記
潤　間　俊　介

『建設機械施工』なる難い雑誌への執筆と言うことで
尻込みしましたが，「やわらかい内容のものを」とのこ
とで，この度駄文を掲載して戴くことになりました。さ
て何を書こうとあれこれ思案しましたが，他人様に語る
趣味，造詣もありません。ただ入社以来ほぼ 30年近く
海外営業に携わり，数多くの国への出張，2度の海外駐
在を通じて様々な経験をしたことは人生を少しばかり
豊かにしてくれている様な気がします。とりわけオラン
ダ駐在は家族帯同ということもあり思い出深く，今回は
オランダ駐在時の日常生活ことなどを当時の出来事を
思い出しながら綴ってみたいと思います。甚だ私的なこ
とではありますが暫くお付き合い戴ければ幸いです。
オランダ駐在は資源バブル華やかな2004 年から2008
年の 4年間，内家族帯同は3年間でありました。当時の
仕事は欧州各国の販売店向に油圧ブレーカ，クローラ・
ドリルの営業，他管理業務を担当しておりましたが，今
回は仕事の話しではなく，プライベートの話しを中心に
したいと思います。（正直，売れに売れていた時代で，
販売店からの納期クレームへの対応ばかりに追われて
いたので，仕事の話しは面白くありません。）
さて我が家は妻と娘の三人家族，娘は当時 5歳で幼

稚園へあがる前，妻は東京下町に三代続く寿司屋の娘
で，所謂『江戸っ子』で，東京を離れたことはありま
せんでした。今でもオランダ駐在を告げた時の妻の反
応は憶えてないのですが，仕事柄いつかはどこかへ駐
在することは覚悟していたのではないかと思います。
オランダへの家族帯同は私の駐在から半年後となり当
面は単身赴任となりました。オランダ人の同僚からは
「家族を冬に連れて来てはダメだ，春にした方が良い
よ。」と言われました。オランダはかなり北に位置し
ており，北海道の更に北，サハリン北部とほぼ同じ緯
度にあります。当然，冬は長く，陽も短く，曇りの日
が続きますので，そんな時期に来ると気が滅入ってし
まうので連れてこない方が良いということです。そし
て春になると街が一斉に灰色から色鮮やかな世界へと
変わります。北欧，西欧の人達のあの太陽への憧憬は
この冬を過ごして初めて理解できると思います。
春になると家族がいよいよやって来ました。オラン

ダは 5歳から義務教育となり，娘は幼稚園へ通園しな

くてはなりませんが，入園した日系幼稚園では通園バ
スのサービスがなく，妻が娘を送迎する必要がありま
した。妻は免許取得以来数回の運転経験しかなく，ザ・
ペーパー・ドライバーでしたが，いきなり異国の右側
通行の地で左ハンドル車を運転することになり，数回
の自宅と幼稚園間の運転練習でいきなり路上デビュー
となりました。正直，練習中は助手席に座り怖い思い
もしましたが，1年後には片手で颯爽と縦列駐車をす
るまでとなり，案ずるより産むが易し，習うより慣れ
よ，格言通りとなりました。娘はこの幼稚園からアム
ステルダム日本人学校へ入学することになるのです
が，子供を通じて妻は多くの友人を得て，楽しく，充
実した駐在生活を過ごすことができたと言っておりま
した。当然，交友関係の中には馬が合う人，合わない
人もいたようですが，駐在生活は期間限定，割り切っ
た関係でも問題はないという気楽さもあったと思いま
す。
オランダ駐在時代から現在まで続く我が家のイベン
トは夏のバケーションです。オランダ人の同僚は夏に
なると 2－3 週間のサマー・バケーションをとり，リ
ゾート地へ向い家族サービスとリフレッシュを楽しみ
ます。流石に 2－3 週間のバケーションは諸事情によ
り難しく，1週間ほどの期間でトルコ，ギリシャ，エ
ジプトのリゾート地で休暇を過ごしました。以来我が
家では夏はバケーションで何処かに行くことが年中行
事となりました。また，ヨーロッパ各地の観光都市へ
手軽に訪れることができるため，連休にはアムステル
ダムからパリ，ロンドン，ローマ，バルセロナ等各地
へと足を伸ばしました。
駐在 3 年目に娘はアムステルダム日本人学校に入
学，オランダらならではの授業としては，スケート，
着衣水泳 !（オランダは運河が多く，落ちた時の対処
方法としての訓練です。）があります。伝統行事も行
われ，シントマールテンデイなる子供のお祭りがあり，
子供達は提灯を持って家々の玄関先でシントマールテ
ンデイの歌を歌い，家主は子供達にお菓子を配ります
（オランダ版のハロウィン）。また驚くことにオランダ
にはサンタクロースの他にシンタクロースが黒人の
ピートを従えオランダにやって来ます。そして悪い子
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供はスペインに連れ去ると言う設定になっています
（昔オランダがスペインの植民地だった影響でしょう
か）。いずれにしても子供は 12 月には 2回プレゼント
がもらえます。
海外駐在するとよく“活字が恋しくなる”と言いま

す。当時は電子書籍も普及しておらず，文庫本が出張
時の必需品でした。幸い自宅の近所に日本書籍を取り
扱う書店がありましたが，値段は定価の 2倍程します。
ただこの書店では在留邦人により古本が活発に取り引
きされており，比較的手頃な金額で購入することが出
来ました。当然多彩なジャンルの本が集まる一方，自
分の好みの本がいつでも買える訳ではありませんの
で，必然あまり興味のない本に手を出すこともありま
す。そんな本の中にも心に残る一冊に出会うこともあ
りました。因みに一冊あげるとしたら『回り道を選ん
だ男たち』（小島直記），駐在前は筆者を知りませんで
したが，この本をきっかけに小島直記の本を随分読む
ようになりました。
今，駐在を振り返ると一番の思い出はオランダで出

会った人達，特に多くの親切なオランダの人達です。
同僚，隣人，アパートのオーナー，旅先で出会ったオ

ランダ人家族，娘が迷子になった時助けてくれた警察
官，スーパーのおばちゃん，本当に慣れない家族に優
しくしてくれて心から感謝しています。妻と娘は今で
も『また，オランダ駐在ないの？』と聞いてきます。
人間は優しくされるとその分優しくなりますので，
日本で困っている外国の方をみると声を掛けます。
しかし楽しいことばかりではありませんので，駐在
はやっぱり大変です。日本と比べれば治安も悪いし，
言葉も通じない，慣れない土地での生活，不便なこと，
面倒なこともたくさんありストレスも溜まります。家
族を帯同すれば，仕事以外に日常生活，家族のケアも
しなければなりません。ただ，期間限定の新しい冒険
と少しだけ前向きに向かいあえば違った風景が見えて
くるかも知れません。その新しい風景はあなたの人生
に少しアクセントを加えてくれることは確かです。
つれづれと思うままに駐在時代のことを書いてみま
したが，お付き合い戴きましてありがとうございまし
た。その時が来たら是非飛び込んでみて下さい。
Good Luck 

─うるま　しゅんすけ　古河ユニック㈱　海外営業部　部長─
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ありがとうイチロー
山　原　茂　樹

1995 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分：阪神淡路大震災
発生。
ようやく復興の槌音が聞こえ始めた 4月，私は妻と

生後半年に満たない息子をひとまず東京に残し，壊滅
した神戸に転勤をする。
住宅やビル，鉄道や高速道路の高架までもが倒壊し，
国道2号線を重量20トン鉄履帯の重機がガチャガチャ
と金属音を立てて横切る。
学生時代からバイクが好きで，機動性を見込んで借

りた足つき性のよい原付スクーターでさえ何度も道路
の陥没と砂埃にタイヤを取られ転倒しそうになった。
加えて同じ路線には解体ガラを積んだ大型ダンプが

バンバン走り，とにかく怖い。
地元の建機販売会社のリストを参考に“そこにあっ

た筈”のユーザ住所を訪ね歩く。
焼け野原の一画は，昔ながらのアーケード街だった

そうだ。総菜屋が早朝の仕込みに火を使っていたと聞
いた。終戦後の風景はこんなだったのかな？と思った。
「コマツのお兄ちゃん？　東京から来たんか？」　
初対面でも，避難先や架設テントに招き入れられ食

事を振舞って頂くこともあった。
自分の存在を確認してくれる人や組織がいる事にな

により喜びを感じている様だった。

その年『がんばろう KOBE』を掲げ，当時神戸に
本拠地をおいたプロ野球球団 BW軍が悲願のリーグ
優勝を果たす。日本シリーズでは名将野村克也氏率い
るS軍に敗れはしたが，翌年G軍を倒して日本一。大
いに神戸の心の支えとなった。
野球は子供の頃から嫌いではない程度。パ・リーグ

には興味なしの私だったが，一神戸市民として祈る様
な気持ちでテレビ観戦をした（1995 年日本シリーズ
第 4戦，BW軍プロ 3年目投手小林宏が投じた S軍 4
番 Tオマリーへの 14 球は特に印象に残る名場面だ）。
その後，一軍だけでなく二軍の試合観戦にも度々球

場に足を運ぶ様になった。
二軍の試合は将来一軍で活躍する若手選手から調整

中のスター選手，コーチとなった元名プレーヤーまで
比較的間近で見る事や触れ合う事ができる別の楽しさ

がある。

息子を連れてナイター観戦に行った時の事。
延長戦を最後まで楽しんだ後，家に帰ると「幼稚園
児を連れて何時だと思っているの！」と妻からひどく
怒られた。
息子も喜んでいたから私の都合だけではないが，親
としてごもっともな御意見に納得する他ない。しかし，
このスリコミのおかげ？で野球熱は息子に伝播する。
そこにスター街道を歩みはじめたイチローがいた。
気が付けば，幼少時の写真は“ウルトラマンが両腕
を十字に交差するポーズ”から“イチローが打席に立っ
た時に投手に向けてバットを立てる姿”に変わり，ピ
アノの発表会の楽曲でさえ『Take Me Out to the Ball 
Game （私を野球につれてって）』になった。

グリーンスタジアム神戸で見たイチローの捕殺は鮮
明に覚えている。後にアメリカで『レーザービーム』
という異名がついた。後にも先にもあれを超える送球
を見た事がない。
派手ではあるが，満塁逆転ホームランなどではない

“ただの送球”だ。
それでも，その芸術的プレーに魅了された。
修行僧の様な凛とした佇まい，何気ないプレーに宿
るプロとしての凄み。
それは，イチローの哲学＝生き方の体現である。
『自己管理をする事』『納得できる準備をする事』『道
具を大切にする事』
時にチームメイトや周囲から理解されず，孤独を感
じていたと聴く。
しかし曲げない。そんなイチローをずっと見て来た。
彼の貫いた生き方が野球の次元を超え，私達親子の
心の支えや勇気にもなった様に思う。
平凡なサラリーマン人生で私には何一つ誇れる成果
もない。
ただ，「非凡なものがないからこそ，せめてそうあ
りたい」という憧れに似た気持ちだけはいつも持ち続
けたという事で冷笑いただければ幸いだと思う。
「サラリーマン社会，特に営業という世界で生きる
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には周囲との和を大切にし，自己主張も“ほどほどに”
という面も必要。」というのは私の言い訳であり，一
面の真理であろう。
だからこそ，彼の生き様に惹かれたのかも知れない。
イチローが日米野球界で築き上げた成果は今更語る

までもない。
息子にとってイチローはもはや『神』である。

2019 年 3月：東日本大震災からの復興工事が続く仙
台に単身赴任していた私は，社会人となった息子の誘
いで東京ドームに合流し，米メジャーリーグ開幕カー
ドを観戦する。
これが奇しくもイチロー現役最後の試合となった。
観客のスマホに現役引退の情報が流れてからは一打

席毎，会場総立ちになる。
隣の席では私達と同じ世代の親子が祈る様に両手を

合わせ，涙を流し声援を送る。
最後の１本は出なかったが，最高に思い出に残る

ゲームとなった。
アメリカでの野球殿堂入り確実と言われるスターと
はいえ一人の日本人選手と日本のファンの為に開幕
カードを費やすアメリカの懐の大きさにも驚いた。
球界をあげて功労者に対する『敬意』を具現化する
文化が根付いているのだろう。
試合終了後も帰らぬファンに応えるべく，フィール
ドを一周したイチローの雄姿も忘れられない。

希代のプレーヤーと同じ時代を過ごし，最期を見届
ける事ができた。
ただ一言感謝の言葉「ありがとうイチロー」を届け
たい。

2020年4月：コロナ禍の札幌に着任した。2023年ボー
ルパークの完成が待ち遠しい。

─やまはら　しげき　
コマツカスタマーサポート㈱　北海道カンパニー　社長─
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ジック㈱自動運転技術見学会報告

機械部会　情報化機器技術委員会

1．はじめに

JCMA機械部会情報化機器技術委員会では，令和 2
年度の活動として，令和 2年 12 月 18 日（金）にジック
㈱中野坂上オフィスにおいて，自動運転技術見学会を
実施したので報告する。参加者は事務局を含めて 8名
であった。

2．ジック㈱自動運転技術見学

自動運転には「認識」⇒「判断」⇒「操作」が必要
となる。今回，LiDARからの情報を基に高度な「認識」

機能を実現する「ibeo システム」を実装した車両に
試乗させていただいた。また，オフィス内では，
LiDAR を活用した各種ソリューションのデモを実施
していただいたので，以下に概要を紹介する。

（1）ibeoシステム実装車両の試乗
オフィス周辺周回コースを回りながら，「クラシフィ
ケーション（検出物識別，トラッキング）」の機能を
体験した。
また，LiDAR で作成した周回コースのマップ情報
を用いた「ローカリゼーション（自己位置推定）」の
機能も体験した。

写真─ 1　ibeo システム実装車両

図─ 1　ibeo システム構成概要

写真─ 2　ibeo システム実装車両



86 建設機械施工 Vol.73　No.5　May　2021

（2）LiDAR活用ソリューションデモ
オフィス内デモルームにて各種ソリューションデモ

を見学した。
【LiDAR LOC】
屋内用の自動走行車両向けの LiDARによるマップ
作成・自己位置計測システム。

【LS】
2D-LiDAR によりスキャンした点群情報を 3Dプロ

ファイリング化するシステム。3Dで空間的に LiDAR
の点群を可視化でき，点群情報を使い定量的に位置や
モノの大きさを計測することが可能。

【LMS4000】
高分解能の 2D-LiDARによりスキャンした点群情報

を3Dプロファイリング化するシステム。LSよりも検出
距離は短くなるが，通常の LiDARに比べて，スキャ
ンレートが 600 Hz，角度分解能が 0.0833°と高いため，
より高精細な物体の形状把握が可能。
【RSSI による検出】
LiDARから得られる物体の反射強度の情報を使い，
物体の検出をするシステム。トラチョッキを着用した
人のみを検出する，など任意の反射強度の対象物を
絞って検出することが可能。

【Human Counter】
LiDAR により，ある空間に出入りする人の数をカ

ウントするシステム。システムに組み込まれたアルゴ
リズムにより，人が通過した場合のみにカウントを行
い，入室と退出も見分けることが可能。

写真─ 3　LiDAR　LOC

写真─ 4　LS実機

写真─ 5　デモルーム内 3D点群データ表示

写真─ 6　説明パネル
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【Human Flow Analysis】
LiDARを使い，ある空間にいる人の流れをViewer
上で可視化できるシステム。人が検出エリアに入ると，
自動で IDを付与しトラッキングしていくことができ
るため，後から定量的に人の流れの分析が可能。

【TiM BOX】
LiDAR を使った建機用の衝突防止システム。

LiDAR に物体が近づくと段階的にパトライトが点灯
する。ブラケットにより簡易的に建機に後付けが可能。

3．所感

2016 年度より国交省主導で導入された新基準
「i-Construction」により，建設現場の生産性，安全性
の向上が急速に進んでいる。
今回見学・体験させていただいた自動車の自動運転

技術は，建設現場の自動化や事故撲滅の実現手段とし
て活用が期待できる分野であると感じた。
現在主流の 3D-LiDARは機械的回転方式が主流であ

るが，可動部の耐久性や価格面の関係もあり，建設機

写真─ 7　デモルームトラッキング画像Viewr

械への採用は部分的に留まっている。一方で，現在開
発が進んでいる，可動部のない安価なソリッドステート
LiDARが普及すれば，建設機械への採用が一気に増え
ると思われ，今後の技術動向を注視していきたい。

謝　辞
コロナ禍の大変な状況の中，ジック㈱の皆様には当
委員会を快く受け入れていただき，最先端の LiDAR
ソリューションの紹介や，自動運転技術の車両デモを
体験させていただきましたことに心より感謝し，厚く
御礼申し上げます。
 

［筆者紹介］
藤後　博（とうご　ひろし）
コベルコ建機㈱
技術開発本部
システム・コンポーネント開発部
ICTプロダクトグループ，
（一社）日本建設機械施工協会
機械部会　情報化機器技術委員会委員

写真─ 8　当日の集合写真
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03-188 壁面吹付塗装ロボット 鹿島建設
竹延

▶概　　　要

建設業全体の傾向でもあるが，塗装業では就労者の高齢化な

らびに若年層の入職者減少による労務不足が進んでおり，生産

性の向上が喫緊の課題となっている。

鹿島はかねてより「鹿島スマート生産」のコアコンセプトの

一つとして，「作業の半分はロボットと」を推進しており，繰

り返しや苦渋を伴う作業，自動化により効率や品質にメリット

が得られる作業などを対象に，自動化・ロボット化を進めてい

る。塗装工程の中で大面積の壁面塗装における仕上げ作業は，

長時間かつ繰り返しの作業であり，ロボット化による生産性向

上の効果が大きいことから塗装の専門会社である竹延と壁面吹

付ロボットの開発を行い，実工事への適用で労務を 3割削減す

ることができた。

▶特　　　徴

本ロボットは，全ての塗装面を対象にした自動化ではなく，

難易度が高い端部などについては従来どおり人が作業すること

にして，ロボットによる塗装の対象範囲を広範囲な一般部とす

ることで，開発期間の短縮，製作コストの抑制，構造の簡素化，

操作の簡略化などを図っている。なお，開発にあたっては，竹

延が従前から取り組んでいた，熟練塗装工が持つ感覚的な技の

数値化やマニュアル化などのノウハウを活用した。また，従来

の壁塗装はローラーでの 2回塗りが一般的だが，一定の速度で

動作するロボットの特徴を生かした吹付方式を採用し，1回の

吹付けで必要な膜厚を得ることができたので高速化を図ること

ができた。

その他以下の特徴がある。

・離隔センサにより壁との距離を一定に保ちつつ，移動しなが

ら吹付ノズルを上下して壁面を塗装。

・1時間あたり 110 m2 以上の壁面を塗装可能。

・吹付塗装の機材に汎用品を採用しており，部品交換などの保

守が容易。

・熟練塗装工と同等の高い塗装品質を実現。

▶今後の展開

本ロボットは今後も現場で実績を積むことによってノウハウ

の蓄積を行い，現場への適応性を高めて，ロボットによる施工

範囲の拡大を図っていく。

▶用　　　途

・内装壁塗装

▶実　　　績

・兵庫県　建築工事

▶問 合 せ 先

鹿島建設㈱　建築管理本部

〒 107-8348　東京都港区赤坂 6-5-11　鹿島赤坂別館

TEL：03-5544-0265

写真─ 1　塗装ロボットの施工状況

図─ 1
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新工法紹介

04-424
T-iCompaction

締固め度管理システム 大成建設

▶概　　　要

造成工事などにおける材料の締固め作業では，品質管理とし

て「締固め度」の計測が行われる。この作業を省力化できる技

術として「T-iCompactionSM」を開発した。

現在，締固め度の計測手法としては，締固めを行った材料を

採取して計量することで行う砂置換法や，RI（放射性同位体）

線源を材料中に打込んで地表での放射線数を計数することによ

り行う透過型RI法が一般に用いられている。これらは締固まっ

た材料に対する破壊検査であるため，時間と労力を要し，計測

点数も限られる。一方，T-iCompaction は振動ローラなどの締

固め機械に搭載して（図─ 1参照），走行しながら連続的に締

固め度の計測が可能となる。このため，施工と品質管理を同時

に行うことができ，また，施工面全体の計測も可能となる。

▶特　　　徴

（1）締固め機械に搭載して走行しながら計測

本システムの計測原理は，地表に設置した RI 線源から照射

した放射線が材料中を散乱し，再び地表に現れたものを計数し

て行う散乱型 RI 法と同一である。本システムではその計測装

置を転輪型の筐体に収め，筐体外殻が転動する構造を採用する

ことで，計器が材料との密着を保ちながら走行できる。これに

より，走行しながらでも現在一般に用いられている透過型 RI

法と同等の計測精度を確保している。締固め機械のオペレータ

が施工と並行して計測作業が行えるため，計測人員の削減が可

能であるほか，手戻りの防止にも寄与できる。

（2）施工面全体の詳細な締固め度分布を取得

走行しながら計測が可能であることで，従来法と比較して時

間的コストを増やさずに，遥かに多数の計測が可能である。従

来は，造成工事では概ね 100 m2 あたり 1箇所の割合で計測が

行われているが，本システムでは同程度の時間で 3㎡ごとの計

測が可能である（図─ 2参照）。締固め度を色の濃淡などで表

し地図上へマッピングすることで，施工面全体の締固め度の分

布を視覚的に理解しやすくなり，締固め不足などの見落とし防

止に役立つ。

（3）計測結果のリアルタイム共有

本システムは，取得した締固め度のデータとその地点の座標

情報などを，クラウド上で共有できるよう設計されている。取

得したデータは，即座に帳票に整えられ，関係者と共有するこ

とができる。

（4）自動化施工と組合せて使用可能

本システムは，人が搭乗操作を行う通常の締固め機械での使

用が可能であるだけでなく，当社が開発する自動化振動ローラ

「T-iROBOⓇ Roller」に搭載しても使用できる。これにより，

施工と品質管理の一貫した自動化が実現され，計測により締固

め度が基準未満の箇所があった場合は，自動で再度転圧するこ

とも可能となる。設定範囲の自動転圧作業完了とともに品質管

理も完了するため，すぐに次ステップの施工が可能となり，サ

イクルタイムの向上にもつながる。

▶用　　　途

・盛土工事，舗装工事

▶実　　　績

・国交省中部地方整備局発注道路工事　ほか 1件

▶問 合 せ 先

大成建設　技術センター　生産技術開発部

〒 245-0051　神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 344-1

TEL：045-814-7247

図─ 1　T-iCompaction（振動ローラに搭載） 図─ 2　T-iCompaction による計測結果例
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▶〈02〉掘削機械

20-〈02〉-08
加藤製作所
油圧ショベル
 HD308US-7

’19.08
モデルチェンジ

オフロード法 2014 年規制に適合した新型エンジンを搭載し，排

出ガスのさらなる低減と，各種操作性の改善を図った 8 t クラス後

方超小旋回型油圧ショベルのモデルチェンジ機である。　　　

ブーム・アームシリンダへの配管ホースの大径化をはじめ，各部

の油圧配管の最適化により，圧力損失を低減させ，エネルギーロス

を最小限に抑えている。

新型のポンプ・コントロールバルブの採用と，旋回モータの仕様

変更により，作業性能を向上させている。　

更に，新しく全馬力制御を採用し，エンジン低速回転域での負荷

掛けによるエンジンストールを防止した。

なお，APC300 のコントロールシステムにより最適な制御や，

NETIS 登録技術である待機時燃費低減システムをはじめとする各

種低燃費技術は従来機を継承している。

走行ペダル，フットレストのデザインを一新し，走行ペダルの大

型化により，操作性を向上させ，操作グリップはグリップ形状の見

直しや，レバー操作力の軽減をしたことにより，作業者の負担を低

減させている。

従来機より継承したフルオープンカバーを採用し，さらにラジ

エータ室内の機器配置を見直し，整備スペースを拡大させ，メンテ

ナンスの容易化を図っている。バッテリー回路遮断用の鍵付きディ

スコネクトスイッチを標準装備し，電気系統の整備時には簡単に回

路を遮断できるため，安全性が向上している。

エンジン，油圧系統の騒音を抑え，標準仕様で国土交通省の低騒

音型建設機械の指定を受けている。

問合せ先：㈱加藤製作所　営業本部

〒140-0011　東京都品川区東大井 1-9-37

写真─ 1　加藤製作所　HD308US-7　油圧ショベル

表─ 1　HD308US-7 の主な仕様

バケット容量 （m3） 0.28

最大掘削深さ （m） 4.12

最大掘削半径 （m） 6.47

最大掘削高さ （m） 7.43

運転質量 （t） 7.47

定格出力  （kW（ps）/min-1） 40.8（55）/2,000

走行速度　高速 /低速 （km/h） 5.0/3.2

登坂能力 （%） 70

接地圧 （kPa） 33

最低地上高さ （m） 0.36

クローラ中心距離 （m） 1.85

クローラ全幅（シュー幅） （m） 2.30（0.45）

全長×全幅×全高（輸送時） （m） 5.82×2.30×2.63

価格 （百万円） 11.0（税抜き）

20-〈02〉-15
キャタピラージャパン
後方小旋回油圧ショベル
 Cat 325

’20.2発売
モデルチェンジ

オフロード法 2014 年基準に適合し，i-Construction に対応した

後方小旋回油圧ショベルのモデルチェンジである。

（1）生産性，耐久性

EH（Electro Hydraulic）油圧コントロールシステムとエンジン

制御モードを採用している。エンジンモードはエコモード，スマー

トモード，パワーモードの3モードを用意。モードの切り替えはキャ

ブ内スイッチで行える。

（2）テレマティックテクノロジ

（ア） ペイロード計測システムを搭載。作業をしたまま持ち上げ

旋回中に計測する。

（イ） 作業範囲制限機能を搭載。設定した角度に近づくと旋回の

動きを自動停止させる。

（3）安全性

（ア） 車両後方と右側方をサポートするカメラを装備。オプショ

ンの 360 度ビューシステムにアップグレードできる。

（イ） 標準装備の転倒時運転者保護構造（ROPS, Rollover Protective 

Structure）は，ISOの規格に適合。

（4）メンテナンス性

（ア）メンテナンス間隔の延長や作業の更なる容易化を実現。

（イ） 燃料フィルタの交換間隔は，従来の 500 時間から 1,000 時間
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に，作業油リターンフィルタは 2,000 時間から 3,000 時間に

それぞれ延長。

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

きるリターン・トゥ・ディグと，ワークツールをあらかじめ設定し

た角度に簡単に戻すことのできるワークツールポジショナを標準装

備した。右ジョイスティックレバーを操作しながら，レバー前側の

トリガスイッチを押すことで機能する。

（2）アドバンスドディスプレイ

各種設定や車両状態の確認が行える 5インチの液晶画面を備えた

アドバンスドディスプレイを標準装備。リアビューカメラの映像に

ガイドラインを表示。

表─ 3　Cat�259D3 の主な仕様値

259D3

運転質量  （kg） 4,070

バケット容量  （m3） 0.40

常用荷重  （kg） 860

トラック全長  （mm） 2,000

全長（バケット地上水平）  （mm） 3,565

全幅（バケット）  （mm） 1,740

全高（キャブ上端まで）  （mm） 2,110

ヒンジピン高さ（リフト最大）  （mm） 3,075

ダンピングリーチ（バケット角度 45 度）
  （mm） 750

ダンピングクリアランス（バケット角度45度）
  （mm） 2,265

最低地上高  （mm） 225

最大ダンプ角度  （°） 52

旋回半径（バケット外側）  （mm） 2,255

エンジン　名称 Cat C3.3B DIT
ディーゼルエンジン

　　　　　形式 4サイクル水冷直列直噴式

　　　　　 シリンダー数－内径×行程 3－94 mm× 120 mm

　　　　　総行程容積  （ℓ） 3.3

　　　　　定格出力／定格回転数
  （kW/min－1） 55.1/2,400

走行速度  （km/h ） 13.7

問合せ先：キャタピラー（同） 小型製品販売促進部

〒 220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1

写真─ 3　cat�259D3_2

▶〈03〉積込機械

20-〈03〉-02
キャタピラージャパン
コンパクトトラックローダ
 Cat 259D3

’20.4発売
モデルチェンジ

Cat 259D3 コンパクトトラックローダを 4月 1日にモデルチェン

ジした。

（1）リターン・トゥ・ディグ，ワークツールポジショナ

バケットをあらかじめ設定した高さと角度に簡単に戻すことので

表─ 2　Cat325 の主な仕様値

325

運転質量  （kg） 22,800

バケット容量  （m3） 0.9

エンジン名称 Cat C4.4
ディーゼルエンジン

総行程容積  （ℓ） 4.4

定格出力  （kW） 129

全長  （mm） 8,677

全幅（トラック全幅）  （mm） 2,800

全高  （mm） 3,074

旋回後端半径  （mm） 1,780

標準販売価格
 （販売標準仕様，港裸渡し，税別（円）） 24,321,000

写真─ 2
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まえがき

令和 3年度国土交通省公共事業関係予算については，災害に屈し

ない強靭な国土づくりのための防災・減災，国土強靭化の推進，イ

ンフラ老朽化対策の推進，ストック効果を重視した戦略的な社会資

本整備の推進，インフラ・物流分野等のデジタルトランスフォーメー

ション（DX）や技術開発，働き方改革等の推進，観光の再生と新

たな展開，コンパクト・プラス・ネットワーク，スマートシティ・

次世代モビリティの推進など我が国が直面する喫緊の課題に取り組

むため，「国民の安全・安心の確保」，「持続的な経済成長の実現」，「豊

かで活力ある地方の形成と多核連携型の国づくり」を 3本柱として

計上している。以下に概要を紹介する。

1．令和 3年度予算の基本方針

（基本的な考え方）

いま，日本は，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う社会経済

や国民生活等への甚大な影響，そして，令和 2年 7月豪雨など，連

年発生する大規模自然災害の深刻な被害に直面している。関係省庁

の力強い連携のもと，国民目線に立って，従来の「縦割り」や前例

主義を超えた施策を強力に推進し，未曾有の危機から国民の命と暮

らしを守り抜き，ポストコロナの「新たな日常」を実現することこ

そ，国の責務である。

令和 3年度予算では，「国民の安全・安心の確保」，「持続的な経

済成長の実現」，「豊かで活力ある地方の形成と多核連携型の国づく

り」を 3本柱として，令和 2年度第 3次補正予算と合わせて切れ目

なく取組を進め，施策効果の早期発現を図る。

とりわけ，気候変動の影響により激甚化・頻発化する風水害や切

迫する地震災害等に屈しない，強靱な国土づくりが欠かせない。こ

のため，東日本大震災や大規模自然災害等からの復旧・復興等を着

実に進めるとともに，「防災・減災，国土強靱化のための 5か年加

速化対策」を計画的に進め，あらゆる関係者により流域全体で行う

「流域治水」の推進，将来を見据えた戦略的なインフラ老朽化対策，

サプライチェーン等を強化する交通ネットワーク整備等に取り組

み，防災・減災が主流となる安全・安心な社会を構築する。加えて，

コロナの影響で危機に瀕する地域公共交通の確保・維持や戦略的海

上保安体制の構築等を図る。

また，ウィズコロナにおける感染症拡大防止と社会経済活動の両

立を図りながら，持続的な経済成長に向け，落ち込んだ民間投資の

喚起，デジタル改革やグリーン社会の実現，生産性の向上や国際競

争力の強化に取り組むことが重要である。このため，地域経済を支

える観光の継続支援による「新たな旅のスタイル」の普及・定着，

令和 3年度　公共事業関係予算

産業の競争力強化等に資する社会資本の重点整備，インフラ・物流

分野等のデジタルトランスフォーメーション，海事・港湾分野等の

カーボンニュートラルの実現，我が国の技術力・人材育成を活かし

たインフラ海外展開などを積極的に進める。

さらに，豊かで活力ある地方を創るために，コロナ時代の生活様

式の変化を踏まえ，東京一極集中型から多核連携型の国づくりに転

換し，地方の活性化を図る必要がある。このため，全ての人に優し

いバリアフリー社会の形成，二拠点居住やワーケーションなどの住

生活環境の充実，スマートシティ・次世代モビリティやグリーンイ

ンフラの導入，コンパクトで歩いて暮らせるゆとりとにぎわいある

まちづくりを進めていく。

（公共事業の適確な推進）

社会資本の整備は，未来への投資であり，質の高い社会資本ストッ

クを将来世代に確実に引き継いでいく必要がある。既存施設の計画

的な維持管理・更新を図るとともに，将来の成長の基盤となり，安

全・安心で豊かな国民生活の実現に資する波及効果の大きなプロ

ジェクト等を戦略的かつ計画的に展開していくことが不可欠であ

り，中長期的な見通しの下，必要かつ十分な公共事業予算の安定的・

持続的な確保を図る。

また，公共事業を効率的かつ円滑に実施し，引き続き順調な執行

を確保するため，新・担い手 3法も踏まえ，施工時期等の平準化や

適正価格での契約，地域企業の活用に配慮した適正な規模での発注

等を推進する。同時に，非接触・リモート型の新技術の導入や

i-Construction の推進，建設キャリアアップシステムの普及，週休

2日の実現，外国人技能労働者の受入・育成など，生産性向上や働

き方改革等に取り組む。

加えて，災害等に備え，防災体制等の拡充・強化を図る。

2．令和 3年度国土交通省関係予算（国費）

事業毎の予算を表─ 1に示す。

3．予算の概要

3.1　国民の安全・安心の確保

○ 「第 2期復興・創生期間」の初年度における東日本大震災か

らの復興・再生と近年相次ぐ大規模自然災害からの基幹イン

フラの復旧等を着実に推進。

○ 気候変動の影響により激甚化・頻発化する水災害や切迫する

地震災害等に屈しない強靱な国土づくりに向け，「防災・減災，
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（単位：百万円）

事　項

国　費

備　考前 年 度
（A）

令和 3年度
対前年度
倍率

（B/A）
通常分
（B）

令和 2年度 
第 3 次補正
（C）

治 山 治 水 852,444 863,760 402,439 1.01 1． 本表は，内閣府計上の沖縄振興予算の
うち，国土交通省関係分を含み，国土
交通省計上の北海道開発予算，離島振
興予算，奄美群島振興開発予算等のう
ち，他省庁関係分を含まない国土交通
省関係予算の総括表である。

2． 推進費等の内訳は，
　　防災・減災等強化推進費

28,401 百万円
　　官民連携基盤整備推進調査費

331 百万円
　　北海道特定特別総合開発事業推進費

4,325 百万円
　　社会資本整備円滑化地籍整備事業費
　 　（仮称）  550 百万円
　 である。

3． 行政経費には，一般会計から自動車安
全特別会計への繰戻し 4,700 百万円を含
む。

4． 本表のほか，委託者の負担に基づいて
行う附帯・受託工事費 90,985 百万円が
ある。

5． 本表のほか，東日本大震災復興特別会
計（復旧・復興）39,776 百万円がある。

6． 公共工事等の実施の時期の平準化等
を図るため，2 か年国債（国庫債務負
担行為）399,598 百万円及びゼロ国債
168,772 百万円を設定している。

7． 前年度予算額には，臨時・特別の措置
を含まない。

8． 本表から，内閣府計上の国土交通省関
係分を除き，国土交通省計上の他省庁
関係分等を含んだ国土交通省所管の予
算額は，6兆 578 億円である。

9．計数は，整理の結果異動することがある。

治 水 826,591 836,684 391,697 1.01

海 岸 25,853 27,076 10,742 1.05

道 路 整 備 1,655,734 1,663,434 364,068 1.00

港 湾 空 港 鉄 道 等 412,825 396,908 114,187 0.96

港 湾 241,081 241,181 96,326 1.00

空 港 56,220 37,303 0 0.66

都 市・ 幹 線 鉄 道 24,522 23,822 10,164 0.97

新 幹 線 80,372 80,372 0 1.00

船舶交通安全基盤 10,630 14,230 7,697 1.34

住宅都市環境整備 673,673 687,173 42,919 1.02

住 宅 対 策 155,063 157,963 3,105 1.02

都 市 環 境 整 備 518,610 529,210 39,814 1.02

市 街 地 整 備 102,141 102,141 11,781 1.00

道 路 環 境 整 備 391,419 402,019 22,000 1.03

都市水環境整備 25,050 25,050 6,033 1.00

845,136 46,024

公園水道廃棄物処理等 58,704 72,704 11,207 1.24

下 水 道 29,659 43,659 3,141 1.47

国 営 公 園 等 29,045 29,045 8,066 1.00

社会資本総合整備 1,512,468 1,485,112 540,329 0.98

社会資本整備総合交付金 727,746 631,128 115,747 0.87

防災・安全交付金 784,722 853,984 424,582 1.09

小 計 5,165,848 5,169,091 1,475,149 1.00

推 進 費 等 35,657 33,607 0 0.94

一般公共事業計 5,201,505 5,202,698 1,475,149 1.00

災 害 復 旧 等 55,172 56,000 459,089 1.02

公共事業関係計 5,256,677 5,258,698 1,934,238 1.00

そ の 他 施 設 44,701 40,638 22,892 0.91

行 政 経 費 629,742 598,802 1,334,055 0.95

合 計 5,931,120 5,898,138 3,291,185 0.99

表─ 1　令和 3年度国土交通省関係予算国費総括表
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　 国土強靱化のための 5か年加速化対策」を計画的に講じ，防

災・減災，国土強靱化を強力に推進。

○ 「待ったなし」のインフラ老朽化対策を計画的かつ戦略的に

推進。

○ 交通の安全・安心の確保のため，踏切や通学路等における道

路交通安全環境の整備や公共交通等における安全対策等を着

実に推進。

○ 「新たな日常」を支える地域の足を守り抜くため，新型コロ

ナウイルス感染症の影響等で危機に瀕する地域公共交通の確

保・維持に向けた取組を推進。

○ 領海警備等に万全を期すための戦略的海上保安体制の構築等

を推進。

（1）東日本大震災や相次ぐ大規模自然災害からの復旧・復興

（a）東日本大震災からの復興・再生 ……………………［398 億円］

（注）復興庁計上

「第 2期復興・創生期間」の初年度における東日本大震災の被災

地の住まいの再建や復興まちづくり，インフラの整備を着実に推進

するとともに，福島県については，被災者の暮らしを支える被災地

の地域公共交通や福島県の震災復興に資する観光関連事業に対する

支援を引き続き実施する。

（b）大規模自然災害からの復旧・復興

平成 28 年熊本地震，平成 29 年 7 月九州北部豪雨，平成 30 年大

阪府北部を震源とする地震，平成 30 年 7 月豪雨，平成 30 年台風第

21 号，平成 30 年北海道胆振東部地震，令和元年房総半島台風，令

和元年東日本台風，令和 2年 7月豪雨等の近年相次ぐ大規模自然災

害からの復旧・復興に向けて，道路，河川，砂防，港湾，下水道，

公園，鉄道等のインフラの整備や被災地の住宅再建・宅地の復旧，

公共交通，観光振興等に対する支援を着実に推進する。

（2） 災害に屈しない強靱な国土づくりのための防災・減災，国

土強靱化の強力な推進

（a）あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」の推進

  ………………………………………………［8,794 億円（1.94）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 3,826 億円

気候変動による水災害リスクの増大に備えるために，「流域治水」

の考え方に基づき，堤防整備，ダム建設・再生などの対策をより一

層加速するとともに，自助・共助・公助の観点に立って，国・都道

府県・市町村，企業・住民など流域のあらゆる関係者で水災害対策

を推進する。

（b） 集中豪雨や火山噴火等に対応した総合的な土砂災害対策の

推進  ………………………………………［1,443 億円（1.47）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 440 億円

集中豪雨や火山噴火による土砂災害に対して，事前防災等を重視

し，ハード・ソフト一体となった総合的な対策を推進する。

（c） 南海トラフ巨大地震，首都直下地震，日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震対策等の推進………………［3,148 億円（2.15）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 1,485 億円

感染拡大防止対策を講じながら，切迫する南海トラフ巨大地震，

首都直下地震，日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震などの大規模地

震に備え，想定される被害特性に合わせた実効性のある対策を総合

的に推進する。

（d）密集市街地対策や住宅・建築物の耐震化の促進

………………………………………………………［623 億円（1.21）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 19 億円

大規模地震や大規模火災の発生時における人的・経済的被害の軽

減を図るため，密集市街地の改善，住宅・建築物の耐震化や防火対

策等を推進する。

（e）災害対応能力の強化に向けた防災情報等の高度化の推進

………………………………………………………［159 億円（3.98）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 139 億円

自然災害と感染症の複合災害にも備え，非接触・リモート型の新

技術の活用や共有体制の構築により，線状降水帯等の気象情報や災

害発生状況などの防災情報の適確な把握・提供を図り，行政や住民

の災害対応能力を強化する。

（f）災害時における人流・物流の確保 ………［7,259 億円（2.50）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 2,944 億円

災害発生時であっても輸送ルートが確保されるよう，啓開体制を

構築するとともに，地震，豪雨，豪雪等と感染症の同時発生も想定

した防災対策を推進する。

（3）将来を見据えたインフラ老朽化対策の推進

……………………………………………………［8,356 億円（1.20）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 1,283 億円

インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき，将来にわたって必

要なインフラの機能を発揮し続けるため，持続可能なインフラ管理

の実現に向けた取組を推進する。

（4） 地域における総合的な防災・減災対策，老朽化対策等に対

する集中的支援（防災・安全交付金）

………………………………………………［1兆 2,786 億円（1.63）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 4,246 億円

頻発する風水害・土砂災害や大規模地震・津波に対する防災・減

災対策，予防保全に向けた老朽化対策など，地方公共団体等の取組

を集中的に支援する。

（5）交通の安全・安心の確保

（a）踏切や通学路等における交通安全対策の推進

……………………………………………………［1,930 億円（1.08）］

交通安全確保のため，ビッグデータを活用した生活道路対策や踏

切対策，無電柱化等の道路交通安全環境の整備等を推進する。

（b） 公共交通等における安全・安心の確保

………………………………………………………［77 億円（1.42）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 9億円
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感染拡大防止対策を徹底した上で，鉄道，自動車，航空などの公

共交通等における安全・安心の確保を図る取組を推進する。

（6）危機に瀕する地域公共交通の確保・維持

………………………………………………………［589 億円（2.09）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 324 億円

「新たな日常」における地域の生活や経済活動を支えるエッセン

シャルサービスとしての公共交通を守り抜くため，感染症に対応し

た持続可能な地域公共交通の確保・維持を図る。

（7）戦略的海上保安体制の構築等の推進

……………………………………………………［2,570 億円（1.16）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 345 億円

国際秩序が不安定化する中で領海警備等に隙を見せることがない

よう，「海上保安体制強化に関する方針」に基づく体制の強化や海

洋状況把握の能力強化に向けた取組など，戦略的海上保安体制の構

築等を着実に推進する。

3.2　持続的な経済成長の実現

○ ウィズ・コロナにおける持続的な経済成長の実現に向けて，

生産性向上等のストック効果を重視した社会資本整備を戦略

的かつ計画的に推進。

○ リスクに強い社会経済構造の構築に向けたインフラ・物流分

野等のデジタルトランスフォーメーションや技術開発を推進

するとともに，現場を支える人材の確保・育成等のため，

i-Construction の推進，建設キャリアアップシステムの普及，

週休 2日の実現などの処遇改善等を通じた働き方改革を推

進。

○ 地域経済を支える観光の再生と新たな展開のための「新たな

旅のスタイル」の普及・定着を図るとともに，インバウンド

の再開を見据え，訪日外国人旅行者数 2030 年 6,000 万人等

の目標の達成に向けた取組を推進。

○  PPP/PFI の推進やインフラシステムの輸出等を通じて新た

な有望成長市場の創出を図り，民間投資やビジネス機会を

拡大。

○  2021 年に延期された東京オリンピック・パラリンピック競

技大会や 2025 年の大阪・関西万博等に向けて適切に対応。

（1） ストック効果を重視した社会資本整備の戦略的かつ計画的な

推進

（a）効率的な物流ネットワークの強化………［4,442 億円（1.15）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 252 億円

大都市圏環状道路等の整備やピンポイント渋滞対策等を併せて推

進し，交通渋滞の緩和等による迅速・円滑で競争力の高い物流ネッ

トワークの実現を図る。

（b）都市の国際競争力の強化  …………………［133 億円（1.03）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 3億円

「3密」の回避など「新たな日常」に対応しつつ，都市の国際競

争力を強化するため，ゆとりある空間を確保した大規模都市開発プ

ロジェクトや広域連携等を推進する。

（c）航空ネットワークの充実 ……………………［125 億円（1.00）］

現下の低金利状況を活かした財政投融資も活用し，新型コロナウ

イルス感染症の収束を見据え，国際競争力の強化や訪日外国人旅行

者の受入対応等に資する航空ネットワークを維持するための空港の

機能強化等を計画的に推進する。

（d）整備新幹線の着実な整備  …………………［804 億円（1.00）］

我が国の基幹的な高速輸送体系を形成する整備新幹線について，

着実に整備を進める。

（e）鉄道ネットワークの充実 ……………………［237 億円（1.19）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 46 億円

ウィズ・コロナの大都市圏における鉄道の混雑緩和や幹線鉄道

ネットワークのあり方を調査するとともに，空港等とのアクセス向

上に資する都市鉄道整備や技術開発等を推進する。

（f）国際コンテナ戦略港湾等の機能強化 ………［544 億円（1.05）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 21 億円

感染症の世界的流行を踏まえ，サプライチェーンの多元化・強靱

化を進めるためのコンテナ船の基幹航路の維持・拡大や資源・エネ

ルギー・食糧の輸入等の拠点形成の促進を図る。

（g）成長の基盤となる社会資本整備の総合的支援（社会資本整

備総合交付金） ……………………………［7,469 億円（1.03）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 1,157 億円

将来の成長の基盤となる民間投資・需要を喚起する道路整備や

PPP/PFI を活用した下水道事業，地域経済を支える基幹産業の国

内回帰・サプライチェーンの強靱化等に資する港湾の機能向上，水

辺空間等の魅力を活かした「かわまちづくり」など，地方公共団体

等の取組を総合的に支援する。

（2） インフラ・物流分野等のデジタルトランスフォーメーション

（DX）や技術開発，働き方改革等の促進

（a）インフラ・物流分野等のデジタルトランスフォーメーション

の推進…………………………………………［241 億円（4.07）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 157 億円

「新たな日常」を支えるリスクに強い社会経済構造の構築に向け

て，インフラ・物流分野等におけるデジタルトランスフォーメーショ

ンの加速化を図る。

（b）オープンデータ・イノベーション等による i-Construction の

推進……………………………………………［12 億円（1.07）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 0.2 億円

官民の保有する3次元データや新技術の活用拡大，現場導入，地方

公共団体への普及等により，生産性向上等を目的とした i-Construction

を推進する。

（c）海運・造船の国際競争力強化や海洋開発等の推進

………………………………………………………［167 億円（1.21）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 29 億円



96 建設機械施工 Vol.73　No.5　May　2021

生産性向上等を通じた海運・造船の国際競争力強化や地球温暖化

対策，海洋資源・エネルギー等の開発・利用，海洋権益の保全・確

保に関する取組等を推進する。

（d）建設業，運輸業，海運・造船業，宿泊・観光業における人材確保・

育成……………………………………………［40 億円（1.05）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 3億円

現場を支える技能人材の確保・育成や生産性の向上のため，適切

な賃金設定等の処遇改善，教育訓練の充実，外国人の活躍促進等の

働き方改革等を官民一体で推進する。

（3）航空会社・空港会社に対する支援

航空需要が過去に例を見ない規模で大幅に減少していることを踏

まえ，航空会社の支払う着陸料等や航空機燃料税の大幅な減免を実

施するとともに，空港会社に対しても資金繰りや空港の機能強化に

ついて，無利子貸付，財政投融資を活用した支援を実施する。

（4）観光の再生と新たな展開

（a）感染拡大防止策の徹底とGo To トラベル事業の延長

……………………………………………………… <1兆 311 億円 >

事業者と旅行者の双方において感染拡大防止策を徹底することを

大前提として，中小事業者や被災地など観光需要の回復が遅れてい

る事業者・地域へ配慮しつつ，制度を段階的に見直しながら延長し，

感染状況を踏まえ柔軟に対応することで，国内旅行需要の本格的回

復に結びつける。

（b）観光の再生と新たな展開に向けた施策の推進

……………………………………………………［1,077 億円（1.59）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 668 億円

地域経済を支える観光の再生と新たな展開に向けて，「新たな旅

のスタイル」の普及・定着，インバウンドの再開を見据えた観光施

設の再生や戦略的プロモーションを推進するとともに，国際観光旅

客税を活用したより高次元な観光施策を展開する。

（c）社会資本の整備・利活用を通じた観光振興

観光資源としての既存ストックの公開・開放などの社会資本の利

活用や，観光客の移動円滑化等にも資する社会資本の整備を通じて，

地域の観光振興に貢献する。

（5）民間投資やビジネス機会の拡大

（a）ビジネスでの利活用に向けたデータ基盤や提供環境の整備

………………………………………………………［44 億円（1.04）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 2億円

新型コロナウイルス感染症の社会経済や国民生活等への影響も踏

まえてビジネスの活性化を図るため，ビジネスの機会拡大・効率化

や新ビジネスの創出に向けた環境整備を推進する。

（b）PPP/PFI の推進  ……………………………［440 億円（1.17）］

民間の資金・ノウハウを活用した多様な PPP/PFI を通じて，低

廉かつ良質な公共サービスを提供するとともに，民間の事業機会を

創出し，経済成長の加速化を図る。

（c）インフラシステム海外展開の戦略的拡大 …［37 億円（1.35）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 8億円

「新たな日常」も見据えながら，世界のインフラ需要を取り込ん

でいくため，「インフラシステム海外展開戦略 2025」及び「国土交

通省インフラシステム海外展開行動計画」等を踏まえ，我が国の強

みである質の高いインフラの海外展開に向けた取組を官民一体で推

進する。

（6） 東京オリンピック・パラリンピックや大阪・関西万博等に

向けた対応

3.3　豊かで活力ある地方の形成と多核連携型の国づくり

○ 全ての人に優しいバリアフリー社会を形成するとともに，空

き家対策や適正な土地利用等を通じて地方の魅力を活かしな

がら，離島，奄美群島，小笠原諸島，半島等の条件不利地域

の振興と北海道・沖縄の文化の復興・創造等を支援。

○ 二拠点居住やワーケーションにも対応した多核連携型の国づ

くりに向けて，歩いて暮らせるゆとりとにぎわいあるまちづ

くりやグリーンインフラの導入等を通じた「コンパクト・プ

ラス・ネットワーク」を推進するとともに，新技術等を活用

した「スマートシティ」・「次世代モビリティ」の社会実装を

加速。

○ 新型コロナウイルス感染症を機とする住まい方や働き方の変

化等を踏まえ，既存住宅流通・リフォーム市場の活性化，多

様な世帯が安心して暮らすことができる住宅セーフティネッ

トの強化，省エネ住宅・建築物の普及を促進。

（1）バリアフリー社会と活力ある地方の形成

（a）地域公共交通や観光地・宿泊施設等のバリアフリー化の推進

………………………………………………………［508 億円の内数］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 238 億円の内数

誰もが安心して暮らし，快適に移動できる環境を整備するため，

鉄道等の地域公共交通，観光地・宿泊施設等のバリアフリー化を推

進する。

（b）全ての人に優しいユニバーサルデザインのまちづくりの実現

全ての人に優しいユニバーサルデザインのまちづくりを実現する

ため，幅広い世代が利用する駅前広場や公園施設等のバリアフリー

化を推進する。

（c）空き家対策や地域の魅力を活かすための適正な土地利用等の

促進……………………………………………［129 億円（1.14）］

空き家・空き地，所有者不明土地等の適正かつ効果的な活用によ

り地域の生活環境の維持・向上を図り，魅力・活力のある地域の形

成を推進する。

（d）離島，奄美群島，小笠原諸島，半島等の条件不利地域の振

興支援…………………………………………［62 億円（1.21）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 12 億円

医療体制やライフライン等が脆弱な離島，奄美群島，小笠原諸島，

半島等の条件不利地域について，島民の生活を支える非接触・リモー
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ト型の新技術などの導入に対する支援を行う。

（e）民族共生象徴空間（ウポポイ）を通じたアイヌ文化の復興・

創造等の促進…………………………………［38 億円（2.09）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 20 億円

令和 2年 7 月に開業した「民族共生象徴空間（ウポポイ）」への

年間来場者数 100 万人を目指し，広報活動やコンテンツ充実等を図

り，アイヌ文化の復興・創造等を促進する。

（f）首里城の復元に向けた取組の推進 …………［41 億円の内数］

首里城復元のための関係閣僚会議で策定された「首里城正殿等の

復元に向けた工程表」に基づき，首里城正殿の復元に向けた取組を

進める。

（2） コンパクト・プラス・ネットワーク，スマートシティ・次

世代モビリティの推進等による持続可能な地域づくりや多

核連携型の国づくり

（a）コンパクトで歩いて暮らせるゆとりとにぎわいあるまちづく

りの推進………………………………………［858 億円（1.16）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 111 億円

地域の生活機能の誘導・集約や防災指針を軸とした事前防災を推

進するとともに，オープンスペースを活用したコンパクトで歩いて

暮らせるゆとりとにぎわいあるまちづくりを行う。

（b）グリーンインフラ等を活用した安全で魅力あふれる都市環

境の構築………………………………………［391 億円（1.07）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 25 億円

グリーンインフラを通じた都市の防災機能の強化や快適な生活環

境の構築等を図るとともに，地域の歴史・景観などの地域資源も活

用し，安全で魅力あふれる地域づくりを推進する。

（c）スマートシティの社会実装の加速 ……………［6億円（2.58）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 3億円

新型コロナウイルス感染症の拡大等によって顕在化した都市の課

題を解決するため，新技術や官民データ等を活用したスマートシ

ティの社会実装の加速化を図る。

（d）次世代モビリティ等の普及促進  …………［13 億円（1.69）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 6億円

「新しい生活様式」がもたらすヒト・モノの移動を巡る構造変化

に対応するため，AI・IoT 等の新技術を活用した次世代モビリティ

等の普及を促進する。

（e）地域・拠点の連携を促す道路ネットワークの整備等

……………………………………………………［4,858 億円（1.90）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 2,058 億円

多核連携型の国づくりへの転換を図るため，地域・拠点をつなぐ

道路ネットワークを整備するとともに，二拠点居住やワーケーショ

ンにも対応した新たな国土づくりを進める。

（f）地域の基幹産業の競争力強化のための港湾整備

………………………………………………………［215 億円（1.67）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 53 億円

感染症の経験を踏まえたリスク分散を念頭に置いたサプライ

チェーンの多元化・強靱化，多核連携型の国づくりに向け，地域経

済を支える製造業・農林水産業等の立地・輸出拡大，洋上風力発電

の導入促進等のための港湾整備を推進する。

（3）安心して暮らせる住まいの確保と魅力ある住生活環境の整備

（a）既存住宅流通・リフォーム市場の活性化 …［87 億円（1.07）］

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた住宅市場の活性化のた

め，既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備や既存ストックの質

の向上，住宅・建築産業のリモート化を推進する。

（b）多様な世帯が安心して暮らすことができる住宅セーフティ

ネット機能の強化…………………………［1,151 億円（1.05）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 21 億円

新型コロナウイルス感染症の影響等で苦境に陥った人々の命と生

活を守る住宅を確保するとともに，多様な世帯が安心して暮らすこ

とができるよう，住生活環境の充実を図る。

（c）省エネ住宅・建築物の普及 …………………［283 億円（1.03）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 10 億円

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う環境意識の高まりも踏ま

え，パリ協定に基づく 2030 年度の民生部門の CO2 削減目標の達成

に向けて，省エネ住宅・建築物の普及を加速する。

（d）住宅投資の喚起  ……………………………… <1,871 億円 >

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を

図るため，以下の措置を講じ，民需主導の好循環の実現等に資する

住宅投資を喚起する。

①グリーン住宅ポイント制度：1,094 億円

高い省エネ性能を有する住宅を取得する者等に対して，「新たな

日常」等に対応した商品や追加工事と交換できるポイントを発行す

る制度を創設。

②すまい給付金：77 億円

住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層

に対して，住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するた

め，収入に応じて現金を給付。

（4） 豊かな暮らしを支える社会資本整備の総合的支援（社会資

本整備総合交付金）【再掲】  ……………［7,469 億円（1.03）］

  ※うち令和 2年度第 3次補正予算 1,157 億円

コンパクト・プラス・ネットワークの推進や誰もが暮らしやすく

豊かな生活を実感できる地域づくり，感染症の拡大を機に価値が再

認識された公園等のオープンスペースを活用した歩いて暮らせるゆ

とりとにぎわいあるまちづくりなど，地方公共団体等の取組を総合

的に支援する。

あとがき

令和 3年度予算は，通常分の予算が微減とはなったものの，新型

コロナウイルス感染拡大の影響に対する支援策及び防災・減災，国

土強靭化の推進として令和2年度第3次補正予算が計上されたため，
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全体として増加している。

民需の落ち込みが予想される中で，景気を支えるために公共工事

の 8割程度を占める国土交通省予算（令和 2年度補正予算を含めた）

の早期執行が望まれる。

新型コロナウイルスの感染が国内はもとより世界的に 1日も早く

終息し，各施策の推進によって魅力ある建設現場が実現することが

期待される。

本文は，令和 3年 1月に国土交通省が発表した「令和 3年度国土

交通省関係予算の概要」によって作成したものです。

  ［文責 : 小笠原］
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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

2014 年 139,286 80,477 16,175 64,302 43,103 4,822  10,887 86,537 52,748 138,286 125,978
2015 年 141,240 96,068 19,836 76,235 35,633 4,993  4,546 95,959 45,281 141,461 141,136
2016 年 146,991 99,541 17,618 81,923 38,894 5,247  3,309 98,626 48,366 151,269 134,037
2017 年 147,828 101,211 20,519 80,690 36,650 5,183  4,787 99,312 48,514 165,446 137,220
2018 年 142,169 100,716 24,513 76,207 30,632 8,561  5,799 95,252 46,914 166,043 141,691
2019 年 156,917 114,317 24,063 90,253 29,957 5,319  7,308 109,091 47,829 171,724 150,510
2020 年 143,170 97,457 19,848 77,610 35,447 5,225 4,175  91,725 51,443 171,740 14,287

2020 年  2 月 12,135 8,202 1,743 6,459 3,075 423 436 7,563 4,572 171,571 12,006
3 月 32,354 22,796 3,515 19,282 6,807 506 2,244  20,538 11,816 179,841 22,488
4 月 7,023 4,434 941 3,493 1,993 542 54 4,437 2,585 177,186 8,282
5 月 6,956 4,877 1,404 3,473 1,641 352 85 4,675 2,281 174,405 9,289
6 月 10,306 6,725 1,114 5,612 2,971 453 157 5,651 4,655 172,281 12,579
7 月 9,241 5,870 1,622 4,248 2,674 449 248 5,703 3,538 172,468 9,311
8 月 8,945 6,618 1,032 5,586 1,878 382 66 5,914 3,031 171,851 10,264
9 月 12,429 8,684 2,148 6,536 3,235 416 95 8,327 4,102 171,010 13,923
10 月 9,550 6,408 1,298 5,109 2,756 395 -872 6,500 3,050 171,551 8,961
11 月 9,564 6,486 1,782 4,704 1,895 418 764 6,111 3,452 170,235 10,572
12 月 15,466 10,468 2,390 8,078 4,191 526 281 10,863 4,603 171,740 14,287

2021 年  1 月 10,502 6,174 1,004 5,171 3,886 337 105 5,667 4,835 173,721 8,776
2 月 12,435 8,190 1,257 6,932 3,293 431 521 7,719 4,716 － －

建　設　機　械　受　注　実　績 （単位：億円）

年　  　月 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 20 年 20 年 
2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 21 年 

1 月 2 月

総　      　 額 18,346 17,416 17,478 21,535 22,923 20,151 17,646 1,668 1,808 1,124 1,035 1,318 1,446 1,173 1,462 1,577 1,756 1,859 1,793 1,940
海  外  需  要 11,949 10,712 10,875 14,912 16,267 13,277 10,966 1,097 1,111 629 534 733 859 726 894 1,035 1,149 1,245 1,279 1,448
海外需要を除く 6,397 6,704 6,603 6,623 6,656 6,874 6,680 571 697 495 501 585 587 447 568 542 607 614 514 492

（注） 2014 ～ 2016 年は年平均で、2016 ～ 2019 年は四半期ごとの平均値で図示した。 
2020 年 2 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 幹事会
月　日：3月 1日（月）（web 会議で開催）
出席者：阿部里視副部会長ほか 17 名
議　題：①副部会長より挨拶　②各技術
委員会委員長より R3 年度事業計画に
ついて説明と計画の審議　③事務局か
ら R2 年度の機械部会の活動実績（数
値データ），各委員会のトピックスに
ついて報告

■油脂技術委員会　
月　日：3月 2日（火）（会議室，web並
行開催）
出席者：豊岡司委員長ほか 27 名
議　題：①燃料エンジン油関係：バイオ
燃料に関する最近の話題　②高粘度指
数油関係：「高粘度指数作動油の規格
案」についての議論　③規格普及促進
関係：マイクロクラッチスケジュール，
ピストンポンプ試験の汚染度測定方法
改訂の件　④その他：JCMAS P041：
2004，JCMAS P042：2004 の運用マ
ニュアルに関する質問の件，R3 年度
の活動計画に関する討議

■トンネル機械技術委員会・幹事会　
月　日：3月 3日（水）（会議室，web並
行開催）

出席者：橘伸一委員長ほか 9名
議　題：①小断面トンネル工事における
機械，設備調査について：ゼネコン工
事実績まとめの確認，保有機械，設備
調査結果のまとめ状況とスケジュール
の確認　② R3 年度活動計画について
③日本建設機械要覧（2022）編集作業
について

■除雪機械技術委員会
月　日：3月 8日（月）（web 会議で開催）
出席者：太田正樹委員長ほか 19 名
議　題：①国交省からの状況説明：除雪
に関する状況等　② R2 年度活動実績
の報告　③委員長交代に伴う新旧委員
長の挨拶　④ R3 年度活動計画の説明
⑤ロータリ分科会からの報告：ロータ
リ除雪車の安全性向上活動の進捗状況
の報告　

■基礎工事用機械技術委員会
月　日：3 月 10 日（水）（会議室，web
並行開催）
出席者：樗沢淳一委員長ほか 17 名

（2021 年 3 月 1 日～ 31 日）

行 事 一覧
議　題：①コマツの技術プレゼン：安全
で生産性の高いスマートでクリーンな
｢未来の現場｣を実現するソリューショ
ンサービス　②各社トピックス：㈱技
研製作所 会社紹介と圧入工法の特殊
技術の紹介　③ R3 年度活動計画に関
する討議

■路盤・舗装機械技術委員会 総会
月　日：3 月 18 日（木）（会議室，web
並行開催）
出席者：山口達也委員長ほか会場参加者
22 名，web 参加 46 名
議　題：①委員長挨拶　② R2 年度活動
経過報告と R3 年度活動計画説明　　
③最新情報化技術の現場適応及び施工
機器情報に関する発表　（6件）　④建
設機械施工に係る安全対策の向上に関
する発表（4 件）　⑤標準部から：
ISO/TC195 活動状況の報告

■原動機技術委員会
月　日：3月 25日（木）（web会議で開催）
出席者：工藤睦也委員長ほか 20 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… ｢建設施工の
地球温暖化対策検討分科会｣ の報告　
③海外排出ガス規制の動向に関する情
報交換…中国ノンロード 4次規制の件
④油脂技術委員会よりバイオ燃料に関
する最近の話題について紹介　⑤その
他…オフロード法技術検討委員会の報
告，R3年度活動計画について

■情報化機器技術委員会　
月　日：3月 26日（金）（web会議で開催）
出席者：白塚敬三委員長ほか 5名
議　題：①建機の遠隔操作の通信方式に
関する討議　②合同部会（2/25（木））
の内容の共有　③規制 ･規格の最新情
報の共有　④ R2 年度活動報告に関す
る討議　

標　準　部　会

■令和 2年度下期標準化会議
月　日：3月 2日（火）
出席者：正田明平（コマツ）部会長ほか
12 名（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：① ISO/TC 127 土工機械委員会
活動報告　② ISO/TC 195 建設用機械
及び装置委員会活動報告　③ ISO/TC 
214 昇降式作業台委員会活動報告　　
④国内標準委員会活動報告　⑤令和 2
年度標準部会事業報告　⑥令和 3年度
標準部会事業計画　⑦その他

■ ISO/TC 127/CAG 議長諮問グループ国
際バーチャル会議
月　日：3月 2日（火）夜
出席者：正田明平（コマツ）部会長ほか
日本からは 2名，全出席者数は未確認
（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：①審議中の案件の問題点　②新
業務案件の候補　③次回総会　④その
他

■ ISO/TC 195/SC 3/WG 1穿孔及び基礎
工事用機械 -用語及び定義 国際バーチャ
ルWG会議
月　日：3月 3日（水）夜
出席者：形見昌昭（㈱技研製作所）委員
ほか 17 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：①WD 11886 コメント審議（続
き）・日本コメント説明　②今後のWeb
会議日程（4月 1日，2日）

■ ISO/TC 127/SC 3/JWG 16（ISO/PWI 

23870 移動体セキュア高速データ通信）
国際バーチャルWG会議
月　日：3月 3日（水），4日（木）夜 
出席者：正田明平部会長（コマツ）ほか
日本からは 7 名，全出席者数 24 名
（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：①各種高速（通信）バスへの取
組　②セキュリティに関する説明

■ ISO/TC 127/SC 3/JWG 11 ISO 12509灯
火類 改正 国際バーチャルWG会議
月　日：3月 4日（木）夜
出席者：片桐顕（日立建機）委員ほか
14 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：① CD投票結果の審議（続き）
②今後のWeb 会議日程（4月 6日）

■ ISO/TC 127/SC 3/WG 13（ISO/TR 

6750-2 改正）国際バーチャルWG会議
月　日：3月 8日（月）夜 
出席者：日本からは 2 名，全出席者数
10 名（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：① CDTR 6750-2 投票結果及び
各国意見対応並びに今後の進展（発行
準備）　②次回会合

■ ISO/TC 127/SC 2/WG 24（ISO/DIS 

19014-2）国際バーチャルWG会議
月　日：3月 8日（月），10 日（水），15
日（月），16 日（火），22 日（月），25
日（木）夜
出席者：日本からは田中昌也委員（コマ
ツ）ほか日本から 6名前後，全出席者
数 28 名前後（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
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議　題：DIS 19014-2 第 2 部：機械制御
系の安全関連部品のハードウェア及び
構成の設計及び評価 の投票時各国意
見，特に油圧制御系の機能安全に関す
る検討

■ ISO/TC 82/SC 8/JWG 2（ISO/AWI 23725

自動運搬のフリートマネージメントシス
テムのインターフェース）国際バーチャ
ルWG会議
月　日：3月 10 日（水）朝
出席者：日本からは岡ゆかり委員（コマ
ツ）ほか日本から 4名前後，全出席者
数 21 名前後（Web 参加）

場　所：Web 上（Zoom）
議　題：新業務提案時各国意見検討

■ ISO/TC 127/SC 3/WG 5（ISO/TS 15143-4

施工現場地形データ 技術内容整合）国
際バーチャル チーム会議
月　日：3月 10日（水），12日（金），24
日（水），26 日（金）
出席者：日本からは山本茂コンビナー
（コマツ）ほか日本から 4名前後，全
出席者数 14 名前後（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：WG傘下の各特設チームの技術
的検討内容の ISO/TS 15143-4 案文へ
の盛り込みに関して：①全般的なAPI
の統一化　②ユーザーストリー（によ
る説明）の追加　③用語及び定義の見
直し　④適用範囲の図の見直し　⑤参
照文書の引用（Kantara の UMAに関
する文書及びRTCM文書）　⑥TS文
書作成に使用する環境（MARKDOWN）
及びWG全体での検討

■ ISO/TC 82/SC 8/JWG 3（ISO/PWI 3502

高度自動・自律運転の参照枠組み及び構
成）国際バーチャルWG会議
月　日：3月 17 日（水）朝
出席者：日本からは岡ゆかり委員（コマ
ツ）ほか日本から 3名前後，全出席者
数 21 名前後（Web 参加）

場　所：Web 上（Zoom）
議　題：ISO/PWi 3502 についての全般
的な概要説明

■ ISO/TC 127/WG 17（ISO/PWI 5757 二
次電池類）RESS国際バーチャルWG

会議
月　日：3月 18 日（木）朝
出席者：日本からは正田明平部会長（コ
マツ）ほか日本から 5名前後，全出席
者数 21 名前後（Web 参加）
場　所：Web 上（Zoom）
議　題：規格の適用範囲関連の事項に関
して説明

建設業部会

■建設業 ICT安全WG

月　日：3月 25 日（木）
出席者：副島幸也委員ほか 9名（内WEB
参加 6名）
議　題：①日建連との連携について（日
建連，JCMA合同）　②業界意見抽出
のためのアンケート案の協議（JCMA
委員）　③その他

■三役会
月　日：3月 25 日（木）
出席者：福田智之部会長ほか 7 名（内
WEB参加 1名）
議　題：①委員交代関係　② 3/16 運営
幹事会報告　③ ICT安全WG報告（同
日 13：30-15：00 開催分）　④ 2021 年
度企画検討（講演について）

■レンタル業部会
月　日：3月 11 日（木）（web 会議併用）
出席者：平部会長ほか 11 名
議　題：①部会長より挨拶　②コンプラ
イアンス分科会活動報告（レンタル業
としてのトラック輸送に係る運賃につ
いて）　③ R2 年度合同部会報告　　
④ R2 年度活動実績　⑤ R3 年度活動
計画　⑥各社の取組事項等について

■機関誌編集委員会
月　日：3月 4日（木）
出席者：見波潔委員長ほか 26 名
議　題：①令和 3 年 6 月号（第 856 号）
計画の審議・検討　②令和 3年 7月号
（第 857 号）素案の審議・検討　③令
和 3年 8月号（第 858 号）編集方針の
審議・検討　④令和 3年 3月号～令和
3年 5 月号（第 853 ～ 855 号）進捗状
況報告・確認　※通常委員会及び
Zoomにて実施

支部行事一覧

■技術部会
月　日：3月 2日（火）
場　所：北海道建設会館 8 階 A会議室
出席者：服部健作技術部会長ほか 15 名
内　容：①令和 2年度の事業報告につい

て　②令和 3年度の事業計画について
③その他…除雪機械技術講習会の取組
について

■広報部会
月　日：3月 2日（火）
場　所：北海道建設会館 8階 A会議室
出席者：川﨑博巳広報部会長ほか 9名
内　容：①令和 2年度の事業報告につい
て　②令和 3年度の事業計画について
③その他…支部だよりNo.121 号の発
行について，支部講演会，建設工事等
見学会について 

■調査部会
月　日：3月 3日（水）
場　所：北海道建設会館 9 階中会議室
出席者：小松正明調査部会長ほか 10 名
内　容：①令和 2年度の事業報告につい
て　②令和 3年度の事業計画について
③その他…土木工事標準歩掛の改訂概
要等について

■北海道開発局との意見交換会　
月　日：3月 12 日（金）
場　所：札幌第 1合同庁舎 2 階講堂
出席者：熊谷勝弘支部長ほか 28 名
内　容：①北海道開発局からの情報提供
② JCMAからの情報提供　③支部会
員からの意見・要望事項について　
　④意見交換

■第 3回 企画部会（書面会議）
月　日：3月 4日（木） 
参加者：木村信悦企画部会長ほか 5名 
議　題：①令和 3年度事業計画（案）に
ついて　②令和 3年度事業予算（案）
について　③令和 3 年度表彰候補者
（案）について　④その他 

■第 3回 支部運営委員会（Web会議）
月　日：3月 10 日（水） 
参加者：高橋弘支部長ほか 21 名 
議　題：①令和 3年度事業計画（案）に
ついて　②令和 3年度事業予算（案）
について　③令和 3 年度表彰候補者
（案）について　④その他 

■第 3回 情報化施工技術委員会 幹事会
（Web会議）
月　日：3月 11 日（木） 
参加者：鈴木勇治情報化施工技術委員会
委員長ほか 12 名 
内　容：①令和 3年度の活動計画につい
て　② i-Construction（活用工事）セ
ミナーについて…講義内容，資料作成
分担，開催方法（Web 方式の検討），
開催日程 
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■第 3回道路除雪オペレータの手引等改
定委員会
月　日：3月 2日（火）
場　所：興和ビル 10F 大会議室
出席者：八橋義明雪氷部会長委員長ほか
改定委員 12 名
議　題：①二次案の改定内容について　
②まえがき，用語及び定義について　
③参考文献，委員会名簿について　　
④改定スケジュールについて

■令和 2年度 第 2回企画部会
月　日：3月 16 日（火）
場　所：興和ビル 10F 大会議室
出席者：穂苅正昭企画部長ほか 19 名
議　題：①令和 2年度事業報告（見込み）
及び決算報告（見込み）について　　
②令和 3年度事業計画（案）及び収支
予算（案）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北陸支部第 10 回通常総会に向けて
の計画　⑤あかしや通信No.39 の発行
について

■令和 2年度 第 2回運営委員会
月　日：3月 22 日（月）
場　所：新潟東映ホテル 1F 白鳥の間
出席者：丸山暉彦北陸支部長ほか運営委
員12名，支部監査役 2名，事務局 4名
議　題：①令和 3年度事業計画（案）及
び収支予算（案）について　②優良建
設機械運転員・整備員表彰（案）につ
いて　③北陸支部第 10 回通常総会に
向けての計画

■第 1回新潟県除雪オペレータ担い手確
保協議会
月　日：3月 26 日（金）
場　所：新潟県自治会館 301 会議室
出席者：穂苅正昭企画部会長ほか 1名
議　題：①担い手協議会の設立趣旨につ
いて　②担い手協議会の規約（案）に
ついて　③担い手協議会の概要につい
て　④意見交換会

■第 2回部会長・副部会長会議
月　日：3月 9日（火）
出席者：川西光照企画部会長ほか 7名
場　所：愛知県名古屋市中区桜華会館
議　題：①令和 2年度事業報告（案）　
②令和 2年度決算報告（概算）　③令
和 3年度事業計画（案）　④令和 3年
度収支予算（案）等

■第 3回運営委員会
月　日：3月 16 日（火）
場　所：愛知県名古屋市中区桜華会館
参加者：所輝雄支部長ほか 22 名
議　題：①令和 2年度事業報告（案）　
②令和 2年度決算報告（概算）　③令
和 3年度事業計画（案）　④令和 3年
度収支予算（案）等

■企画部会
月　日：3月 23 日（火）
出席者：川西光照企画部会長ほか 5名
場　所：愛知県名古屋市中区中部建友会
会議室
議　題：令和 3年度総会についての打合
せ等

■企画部会
月　日：3月 9日（木）
場　所：関西支部　
出席者：村中浩昭企画部会員以下 4名
議　題：①令和 3年度事業計画（案）及
び収支予算（案）　②会員の推移　　
③優良建設機械運転員等表彰の推薦　
④総会終了後の講演について　⑤今後
の予定

■運営委員会
月　日：3月 11 日（木）
場　所：大阪キャッスルホテル　
出席者：深川良一支部長以下 24 名
議　題：①令和 3年度事業計画（案）及
び収支予算（案）　②会員入退会　　
③優良建設機械運転員等表彰の推薦　
④総会終了後の講演について　⑤今後
の予定

■建設用電気設備特別専門委員会（第 465

回）
月　日：3月 17 日（水）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①「JEM-TR104 建設工事用受
配電設備点検補修のチェックリスト」
審議　②「JEM-TR121 建設工事用電
気設備機器点検保守のチェックリス
ト」審議

■ 3月期運営委員会
月　日：3月 23 日（火）
場　所：書面会議
参加者：河合研至支部長ほか 38 名
議　事：①令和 3年度事業計画（案）に
ついて　②令和 3年度収支予算（案）
について

■協賛事業「四国建設広報協議会」
月　日：3月 4日（木）
場　所：高松サンポート合同庁舎 103 中
会議室（高松市）
出席者：協議会を構成する 27 の団体・
組織のうち 24 団体・組織から 27 名が
出席。JCMA四国支部からは事務局
長がWeb で参加
内　容：①令和 3年度協議会役員（案）
について　②令和 2年度収支報告と監
査について　③建設フェア四国2021in
徳島について　④広報活動報告　⑤そ
の他

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定
【学科】試験 合格発表
月　日：3月 9日（火）
場　所：支部事務局
対象者：試験地【高松市】分のみ
■共催事業「ドローン操作訓練」
月　日：3月 16 日（火）
場　所：国営讃岐まんのう公園（多目的
広場）
共催者：（一社）建設コンサルタンツ協
会 四国支部，（一社）四国クリエイト
協会，（一社）日本建設機械施工協会 
四国支部，（一社）日本補償コンサル
タント協会 四国支部，㈱建設マネジ
メント四国
参加者：共催団体から 7社 41 名，ドロー
ン 13 機，支部からは事務局長が参加
内　容：公園休園日を利用して，災害発
生時に迅速に対応するため，各社所有
のドローンを用いて訓練を実施

■ R2第 3回運営委員会
月　日：3月 23 日（火）
場　所：書面による会議
参加者：岡村未対支部長ほか 31 名
議　題：① R3 年度事業計画（案）につ
いて　② R3 年度予算書（案）につい
て　③ R3 年度表彰予定者について　
④人事異動等に伴う役員等の変更につ
いて

■ i-Construction施工による九州支部生産
性向上推進会議
月　日：3月 9日（火）
場　所：㈱リファレンスはかた近代ビル
貸会議室 1F 106 会議室
出席者：鈴木幹事長ほか 15 名
議　題：①「i-Construction 施工による
生産性向上推進本部」の取組動向　　
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② i-Construction 技術講習会について
（開催時期や場所，テキスト，受講証
明書，その他）　③オンラインの開催
について　④ JCMA講師認定資格に
ついて　⑤自治体からの要請による
ICT 関連の機器実演や講師派遣につ

いて　⑥その他
■第 3回運営委員会
月　日：3月 25 日（木）
場　所：（一社）日本建設機械施工協会
九州支部 会議室

出席者：松嶋支部長ほか 19 名（議長委

任書面提出者 17 名を含む）
議　題：①令和 3年度事業計画書（案）
に関する件　②令和 3年度収支予算書
（案）に関する件
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5 月になりさわやかな風が吹き渡
り新緑が日にあざやかに映る季節と
なりました。外出するには良い季節
になりましたが，コロナウイルス感
染拡大の状況においては，自粛生活
を余儀なくされるところです。医療
従事者の方々に大変感謝するととも
に行動自粛と今後のワクチン接種に
よりコロナウイルス感染が収束する
事をお祈り致します。
さて 5月号は，「建設施工におけ
る事故・ミス・トラブル防止特集」
です。
巻頭言は，建設業労働災害防止協
会 田中専務理事に「建設工事にお
ける最近の労働災害」についてのご
提言を頂きました。
行政情報は，国土交通省 関東地
方整備局の「関東地方整備局におけ
る工事事故防止「重点的安全対策」」
と国土交通省　国土技術政策総合研
究所の「建設現場の安全対策に向け
た取組」についてご執筆頂きました。
技術報文は，「事故・ミス・トラ

ブル防止」に関する建設機械，クレー
ン機械，ICT 施工，法面工事，ト
ンネル工事など幅広い分野の原稿を

ご執筆頂きました。
室蘭工業大学　大学院工学研究科 

板倉特任教授・名誉教授にお願いし
ご執筆頂いた「コンクリート壁面の
健全性診断～ドライアイスを用いた
コンクリート壁面診断システム」は，
コンクリート片の剥離事故などが無
くなることが期待出来る興味深い報
文です。
交流の広場は，札幌市から「札幌
市の雪対策～現状と課題，地域にお
ける市民との協働の取組みについて
～」です。コロナ禍において地域除
雪ボランティア活動への支援など記
載されており，将来のまちづくりを
担う子供達が，除排雪に関心を持ち
理解が進むことで，札幌の大きな魅
力でもある雪とともに，これからも
冬を快適に過ごしていけるよう願い
がこめられた原稿です。
ずいそうについては，2件，国内
と海外での日常生活の大変興味深い
エピソードの内容をご執筆頂きまし
た。
最後になりますが，コロナ禍にお
いて業務の環境変化し様々な影響が
ある中でご多忙の中ご執筆頂いた
方々に，この場を借りて厚く御礼申
し上げます。
  （小六・京免）

6 月号「鉄道，軌道特集」予告
・鉄道国際規格センターの活動と最近の国際規格審議の状況　・鉄道構造物の建設技術における生
産性向上の取り組み　・低コスト軌道検測装置の開発　・JR長崎本線　連続立体交差事業　・ハ
イブリッド構造駅における BIMを活用した切妻屋根の鉄骨建方　・フラッシュバットレール溶
接の導入　・切土のり面形状に合わせたアンダーパスの施工　・鉄道高架橋工事における ICTの
活用　・「鉄道版インフラドクター」を伊豆急行線のトンネル検査に導入　・鉄道工事を効率的
に進めるウニモグ軌陸式多目的作業車　・鉄道の安全を維持する保守用車両の最新技術　・新し
い新幹線用トンネル覆工表面撮影車の開発と導入　・JR渋谷駅改良工事中央工区　第 2回線路切
換における工事桁こう上横移動への挑戦　・新宿駅東西自由通路および東口駅前広場の整備

本誌上へ 
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。
　　　　〒 103-0013　東京都中央区日本橋人形町 2-21-5　井手口ビル 4F　TEL：03-3664-0118　FAX：03-3664-0138
　　　　E-mail：san-mich@zam.att.ne.jp　担当：田中

【年間定期購読ご希望の方】
①書店でのお申し込みが可能です。お近くの書店へお問い合わせください。
② 協会本部へのお申し込みは「年間定期購読申込書」に必要事項をご記入のうえ FAXをお
送りください。

詳しくはHPをご覧ください。
年間定期購読料（12冊）　9,408円（税・送料込）
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宇野　昌利　清水建設㈱
佐藤　誠治　㈱大林組
内藤　　陽　㈱竹中工務店
宮川　克己　㈱熊谷組
松本　清志　㈱奥村組
京免　継彦　佐藤工業㈱
竹田　茂嗣　鉄建建設㈱
副島　幸也　㈱安藤・間
松澤　　享　五洋建設㈱
飯田　　宏　東亜建設工業㈱
佐藤　　裕　日本国土開発㈱
斉藤　　徹　㈱NIPPO
室谷　泰輔　コマツ
山本　茂太　キャタピラージャパン
花川　和吉　日立建機㈱
上田　哲司　コベルコ建機㈱
石倉　武久　住友建機㈱
新井　雅利　㈱加藤製作所
小六　陽一　古河ロックドリル㈱
太田　正志　施工技術総合研究所

事務局
（一社）日本建設機械施工協会



― 後付1 ―

28502004 建設機械施行2021年5月_広告.indd   128502004 建設機械施行2021年5月_広告.indd   1 2021/04/27   18:322021/04/27   18:32



― 後付3 ―― 後付2 ―

28502004 建設機械施行2021年5月_広告.indd   228502004 建設機械施行2021年5月_広告.indd   2 2021/04/27   18:322021/04/27   18:32



― 後付3 ―― 後付2 ―

28502004 建設機械施行2021年5月_広告.indd   328502004 建設機械施行2021年5月_広告.indd   3 2021/04/27   18:322021/04/27   18:32



― 後付4 ―

28502004 建設機械施行2021年5月_広告.indd   428502004 建設機械施行2021年5月_広告.indd   4 2021/04/27   18:322021/04/27   18:32



表 2 表 3背 5mm

常滑工場　〒 479-0002　愛知県常滑市久米字西仲根 227 番
TEL　0569-84-8582（直通）  　FAX　0569-84-8857
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令和3年 5 月 25 日発行 
（毎月1 回25日）通巻855号  

雑誌 03435 - 5

令和3年5月25日発行（毎月1回25日）　Vol.73  No.5 （No.855）

特集　�特集　�建設施工における事故建設施工における事故
ミス・トラブル防止ミス・トラブル防止

山岳トンネル施工現場での全自動ドリルジャンボ山岳トンネル施工現場での全自動ドリルジャンボ

背 5mm

巻頭言 建設工事における最近の労働災害防止対策
●  関東地方整備局における工事事故防止「重点的安全対策」
●  建設現場の安全対策に向けた取組

行政情報

札幌市の雪対策交流の広場

● 建設現場における大型ダンプトラックの自動運転実証実験
●  工事用機械遠隔監視システム℃（ドシー）を活用した

故障予防保全活動の取り組み
● 遠赤外線カメラとAI を用いた人物検知システムの開発
● 多機能機械「マルチジャンボ」の開発
● 穿孔作業の集中管理による山岳トンネルの発破の高度化　他

技術報文

令和3年度　公共事業関係予算統　　計
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