
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

9:50 9:50 9:50 9:50

10:00 座長： 阿部　里視 座長： 山本　茂太

10:00 10:00

座長：　 座長：　

10:10 10:10

10:20 10:20

10:30 10:30

10:40 10:40

10:50 10:50

11:00

11:00 11:00

座長： 玉石　修介 座長： 新田　恭士

11:10 11:10

座長：　 座長：　 本田　肇

11:20

11:30 11:30

11:40

11:50 11:50

12:00 12:00 12:00

12:10 12:10 12:10

13:00 13:00 13:00

13:10 座長： 行川　恒弘 座長： 藤内　隆

13:10

【70周年記念特別講演会】　（９０分）　　B2ホール
　　　

テーマ：次世代の建設生産システム（仮）
13:20

講演者：建山　和由氏（立命館大学 理工学部教授）
         

13:40

14:00 14:00

14:40

14:10

14:50 14:50 【　施工技術総合研究所報告（３編)　】　　（４０分）　　B2ホール
座長：　 岩崎　辰志 座長：　 東谷　和已

① トンネルDBの構築 発表者：瀧本　英明（研究第一部）
② 床版防水層の健全度評価手法に関する研究 発表者：三浦　康治（研究第二部）
③ 新たなＩＣＴ活用に向けた基礎研究事例 発表者：永沢　薫（研究第三部）

15:10 15:10 14:50

15:00

15:30 15:30 【特　別　講　演】　（９０分）　　B2ホール

15:50 15:50 テーマ：特許出願動向から見る建設×ＩＣＴの今、そしてこれから（仮）

講演者：大森　伸一氏（特許庁 審査第一部 自然資源 審査長（上席））
16:00 16:00

座長：　 北山　孝 座長：　 伊藤　文夫

16:20 16:20

16:30

16:40

16:40 16:40

【論文講評、表彰式】　（２０分）　B2ホール

17:00 17:00

17:20

19:00

※ プログラムは変更となる場合がありますので予めご了承下さい。 ※ プログラムは変更となる場合がありますので予めご了承下さい。

第１日目プログラム　＜１２月 ２日(月)＞ 第２日目プログラム　＜１２月３日(火)＞

研修－１号室　（地下３階）　収容人員120名 研修－２号室　（地下３階）　収容人員120名
B3－2会議室
（地下３階）

研修－１号室　（地下３階）　収容人員120名 研修－２号室　（地下３階）　収容人員120名
B3－2会議室
（地下３階）

 31. 生産性および安全性の向上に向けた生体情報モニタリング
システムの開発渡部　純 木下　洋一

○橋口伸樹､児玉耕太､塩澤成弘､小林泰三(立命館大学)､黒
石真一､久保田泰史､宮崎康弘､北原成郎((株)熊谷組)

○佐々木力、大林智仁（国土交通省 四国地方整備局 四国技
術事務所）

ポスターセッション

開会式 ポスターセッション
【品質確保･生産性向上(5) 】　（3編／60分） 【安全対策・事故防止(2) 】 （3編／60分） １．簡易遠隔操縦装置（ロボＱ

Ｓ）の高度化について

○深町真吾、原賢次（国土交
通省 九州地方整備局 九州技
術事務所）

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
発
表

【災害,防災,復旧･復興(1) 】　（3編／60分） 【品質確保･生産性向上(１) 】　（3編／60分）

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
発
表

 1. 空輸対応型バックホウの分解・組立作業に関する改善検討に
ついて

  8． 拡張現実技術を利用した多目的施工支援装置の実用化
　汎用重機に取付可能な作業位置ガイダンスシステム

○上原広行（(株)フジタ）、浮田真樹（ジオサーフ
CS(株)）

１．簡易遠隔操縦装置（ロボＱ
Ｓ）の高度化について

○深町真吾、原賢次（国土交
通省 九州地方整備局 九州技
術事務所）

 20. 重機搭載レーザー計測システムの開発
～出来形計測を省人化～

○今給黎健一、鈴木亮彦、廣畑憲史（(株)不動テトラ）  21. 舗装検測作業の省力化に向けたデジカメ測量技術の開発  32. 自走中の荷振れに対するドラグ・ショベルの動的安定性 ２．排水ポンプ車状態監視シ
ステム（ＤＳシステム）の開
発ー遠隔監視による安全で効
率的な排水作業の継続ー

○鶴田勇、大坪晋作（国土交
通省 中部地方整備局 中部技
術事務所）

○堀智仁、玉手聡（（独）労働者健康安全機構 労働安全
衛生総合研究所）

高層建築解体へ自動昇降足場の適用○宮島昌克（金沢大学）、吉田雅穂（福井高専）、芹川由
布子（金沢大学）

○後藤洸一（大成建設(株)）、池永太一（ソイルアンドロックエンジ
ニアリング(株)）、越村聡介（大成ロテック(株)）

２．排水ポンプ車状態監視シ
ステム（ＤＳシステム）の開
発ー遠隔監視による安全で効
率的な排水作業の継続ー

○鶴田勇、大坪晋作（国土交
通省 中部地方整備局 中部技
術事務所）

 22. セグメント搬送用大型天井クレーンの自動化と運用実績  33.

  2． 無排土掘削機を用いた宅地地盤の液状化対策工法に関する
基礎的研究

  9． 土の締固め施工における非破壊連続計測 ○其田直樹、相田尚、梶原覚（(株)NIPPO）

○馬渕剛、馬渕和三（(株)山辰組） ○高山拓也、武岡真一、田中純（大成ロテック(株)）
休憩　（10分）

３．ハイブリッド・サイフォン排
水装置　燃料費を大幅に軽減
し、高揚程を達成！

○馬渕剛、馬渕和三（(株)山
辰組）

休憩　（10分）
【災害,防災,復旧･復興(3) 】　（2編／40分） 【品質確保･生産性向上(6) 】　（3編／60分）

【安全対策・事故防止（１）】　3編／60分

  3． ハイブリッド・サイフォン排水装置
燃料消費を大幅に軽減し、高揚程を達成

  26．MCグレーダ施工におけるスリップ防止装置の適用効果について ○西﨑康、高橋公城、福井崇史（東京外かく環状道路本線
トンネル（南行）東名北JV工事（事））

無人化施工におけるモニタ画像の向上について  23. 切盛土の日々の出来形管理に簡易UAV測量を適用
～ 測量、解析時間を1/3に短縮 ～

○稲垣義明、加藤浩志、宮野博匡（国土交通省 関東地方
整備局 関東技術事務所）

○松岡祐仁、野末晃、上原広行（(株)フジタ）

○大谷愛斗、三村洋一、松尾宗義（(株)フジタ）

藤島　一雄

 28. 一次除雪機械の作業ガイダンス装置・マシンコントロールの検
討

 14. ICT工事３次元データビューワーの開発

【品質確保･生産性向上(3) 】　（3編／60分） ３．ハイブリッド・サイフォン排
水装置　燃料費を大幅に軽減
し、高揚程を達成！

○馬渕剛、馬渕和三（(株)山
辰組）

 6.

 29. ラウンドアバウトにおける除雪を考慮したエプロン端部形状の
一般車両乗り上げ抑止効果

 15. ICT活用工事における電子納品の課題と改善の検討 ○瀧島和則、松林勝志、山本晃弘（東京高専）、飛鳥馬
翼、古川敦、北原成郎（(株)熊谷組）

４．カメラの視点数が映像の定
量化の精度に及ぼす影響

○藤井翔太、横山隆明、建山
和由（立命館大学）

○山田拓、橋本隆史（国土交通省 北陸地方整備局 北陸技
術事務所）

○佐々木陽、森川博邦（国土技術政策総合研究所）  7. 自然災害現場の復旧にあたる遠隔操作式建設機械の操縦性
向上に関する研究

 24. 各種UAV測量機器による出来形の測量精度の比較検証につ
いて

○神﨑恵三（(株)熊谷組）

５．施工状況のみ（見、観、
看、診、視）える化を図る諸機
能

○才原勝敏、西垣重臣（(株)
キック）

○久慈直之、山口洋士、飯田美喜（（国研）土木研究所
寒地土木研究所）

○天野克己、森川博邦（国土技術政策総合研究所） ４．カメラの視点数が映像の定
量化の精度に及ぼす影響

○藤井翔太、横山隆明、建山
和由（立命館大学）

【環境調査･保全】　（1編／20分）  25. 3次元測量技術を活用した土の締固め管理手法の提案

 27.
○小林泰三(立命館大学)､土佐信一(国土防災技術(株))､西
川祐矢(ジオサーフ(株))､池永太一(ソイルアンドロックエ
ンジニアリング(株))

○東山遼、北川順（国土交通省 総合政策局 公共事業企画
調整課）○田村直樹、宇野賢一（国土交通省 東北地方整備局 東北

技術事務所）
○武本昌仁（国土交通省 近畿地方整備局）

昼　休　憩　（60分）

６．生産性を向上する屋内に
おける建設機械の位置管理、
予約管理

○湯島一郎（(株)レンタルの
ニッケン）

昼　休　憩　（60分）

(

コ
ア
タ
イ

ム

) ５．施工状況のみ（見、観、
看、診、視）える化を図る諸機
能

○才原勝敏、西垣重臣（(株)
キック）

【維持・管理・補修（２）】　（3編／60分）

建設機械から排出される温室効果ガス削減の取り組みについ
て 30. 一人乗り除雪グレーダの安全性向上に関する検討  16. 近畿地方整備局における「i-Construction（ICT施工）」講習会の

開催とそのフォローアップについて

○野田哲也、新満伊織（鹿島道路(株)）

 40. 構造物点検のための画像の撮影位置と管理手法に関する考
察

【安全対策・事故防止(３) 】 （3編／60分）

ポ
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 39. 点検支援技術の定期点検への活用に向けて  34. 転圧ローラのブレーキアシストシステム開発

 35. 安全性と施工性を両立させた緊急ブレーキ装置搭載タイヤ
ローラの開発

○市坪天士、島野嵐、岡本郁也（WILL工法研究会）

９．低価格（10万円未満）の赤
外線カメラによる熱中症・火
傷・火災の危険と熱資源（１０
０℃未満）の可視化

○吉永弘志（（国研）土木研究
所）

７．ＩＣＴ地盤改良工の見える
化を強力にサポート「中層地
盤改良ガイダンスシステム」

○山口秀樹（西尾レントオー
ル(株)）

休憩(１０分)

【品質確保･生産性向上(2) 】　（3編／60分） 【維持・管理・補修（１）】　（3編／60分）

 11. 室内実験におけるTBMセンターカッタビットの配置間隔に関す
る基礎的研究

 36. 土木機械設備の状態監視保全に対する取組について

６．生産性を向上する屋内に
おける建設機械の位置管理、
予約管理

○湯島一郎（(株)レンタルの
ニッケン）

○下川光治､新田恭士､二宮健((国研)土木研究所)､田中洋
一(国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所)

○遠藤涼平、森岡則雄、櫛田成基（酒井重工業(株)） ８．２０年で１／１０以下に減っ
た建設機械のＮＯＸの測定結
果

○吉永弘志、新田恭士（（国
研）土木研究所）

 41. 次世代社会インフラ用ロボット導入に係る定期点検業務におけ
る変状等の自動抽出に向けた検討について

【品質確保･生産性向上(7) 】　（1編／20分）

 10.
中層混合処理工法におけるICT活用による施工管理の簡素化

○川口貴大、渡邉賢一（国土交通省 総合政策局 公共事業
企画調整課）

７．ＩＣＴ地盤改良工の見える
化を強力にサポート「中層地
盤改良ガイダンスシステム」

○山口秀樹（西尾レントオー
ル(株)）

ポ
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○松村潤、渡邉賢一（国土交通省 総合政策局 公共事業企
画調整課）

１０．画像認識技術と人工知
能を応用した建設機械自動停
止装置の開発

○吉田道信、角和樹、植木良
（(株)カナモト）

○河相拓真、重松尚久（呉高専）、小田登（(株)スターロ
イ）

○小林大輔、田村匡弘、泰松宏平（国土交通省 総合政策局
公共事業企画調整課） ８．２０年で１／１０以下に減っ

た建設機械のＮＯＸの測定結
果

○吉永弘志、新田恭士（（国
研）土木研究所）

 12. 新幹線トンネルにおけるベルトコンベア方式採用～「連続
ベルトコンベアシステム」の開発～

 37. 除雪機械の重大故障に関する分析

休憩（10分）
○石坂仁、井上正広、浅沼廉樹（(株)フジタ） ○伊藤義和、植野英睦、斉藤勉（（国研）土木研究所 寒地土

木研究所）

 13. トンネルにおける施工の合理化、生産性向上の取組み　ロック
ボルト打設装置の開発、ツインアーチフォームセントルと連続
ベルトコンベヤの組合せ

 38. 天井用車載型乾式研掃装置の自動化運転による地下鉄補修工
事への適用について

休憩　（１０分）

平成３０年７月豪雨災害における災害対策用機械等による
復旧活動

○高本悠介、中村圭佑（(株)トプコン）、平浩之（福井コ
ンピュータ(株)）

○岸本孝文（国土交通省 中国地方整備局）

１０．画像認識技術と人工知
能を応用した建設機械自動停
止装置の開発

○吉田道信、角和樹、植木良
（(株)カナモト）

 18. ICTバックホウ施工履歴データを用いた河床掘削における出来
形管理規格値の検討

 5. 阿蘇大橋地区斜面対策工事にて実施した斜面対策工に特化した
「のり面CIM」

９．低価格（10万円未満）の赤
外線カメラによる熱中症・火
傷・火災の危険と熱資源（１０
０℃未満）の可視化

○吉永弘志（（国研）土木研究
所）

休憩（10分）

【品質確保･生産性向上(４) 】　（3編／60分） 【災害,防災,復旧･復興(２) 】　（2編／40分）

 17. ICTバックホウの施工履歴データによる出来形管理の実用有
効性の検証

 4.

休憩・移動

懇親会
Ｂ３　於：ニュー・トーキョー

休憩(10分)

 19. 路面切削機でのGNSSを用いたマシンガイダンス活用事例
について

○宮内憲徳、宇田川健治、砂原良太朗（前田道路(株)）

○西村峰鷹、森川博邦、大槻崇（国土技術政策総合研究
所）

○石濱茂崇（(株)熊谷組）、江口秀典、山上直人（国土交通
省 九州地方整備局 熊本復興事務所）

○丸山八大、津村匡洋、石井敏之（(株)奥村組）

○田村広行、山岸隆史、小林真悟（鹿島建設(株)）


