
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

9:50 9:50 9:50

10:00 座長： 岩崎　辰志 座長： 木下　洋一

10:00

10:10 10:10

座長：　 座長：　

10:10 10:10

10:30 10:30

10:30 10:30

10:50 10:50 10:50 10:50

11:10 11:10 11:00 11:00
座長： 阿部　里視 座長： 丸山　克哉

11:20 11:20

座長：　 座長：　 西脇　徹郎

11:20 11:20

11:40 11:40

11:40 11:40

座長： 玉石　修介 座長： 伊藤　文夫

12:00 12:00

12:00 12:00

12:50 12:50

座長：　 渡部　純 座長：　 行川　恒弘 12:20 12:20 12:20

12:30

※ 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。

13:10 13:10

13:30 13:30

13:50 13:50

14:00 14:00

座長：　 畑田　健 座長：　北山　孝

14:20 14:20

14:40 14:40

15:00 15:00

15:10 15:10

座長：　 本田　肇 座長：　 福田　智之

15:30 15:30

15:50 15:50

16:10 16:10

16:20 16:20

座長： 山本　茂太 座長： 増　竜郎

16:40 16:40

17:00 17:00 17:00

※ 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。

８．現場の清掃作業をロボット
と協働　-自動清掃車「e-
madillo」-　自動運転で省力化
＋環境改善

○佐藤芳和、山口秀樹（西尾
レントオール（株））

９．橋梁点検車の機能向上に
ついて　～橋梁点検昇降装置
の開発～

○深町真吾、福川雅章（国交
省 九州技術事務所）

１０．小型マイコンを用いた建
設現場計測用IoT機器の試作

○横山隆明、建山和由（立命
館大学）

１１．施工現場でのリスク評価
と映像を活用したリスク予知教
育 - アイトラッキング調査とVR
の活用 -

○可児憲生（（株）建設IOT研
究所）、須田清隆（（株）環境風
土テクノ）、横山隆明（立命館
大学）

１２．しなやかだけど強靭！ポ
リウレアなのに簡単！
常温型コンクリート舗装補修
材「ニンジャシール」 コンク
リート舗装に発生する目地部
分の角かけ、ひび割れ、段
差、水の侵入を解決！

渡邉大介、小川登（（株）ガイ
アート）

閉会式

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
発
表

 18. 硬質地盤に対応した深層混合処理工法の開発と適用事例

○永石雅大、田中肇一、梅田洋彰（(株)不動テトラ）

【品質確保･生産性向上(６) 】（2編／40分）

高強度モルタル供試体のおける多段型モデル掘削機の掘削
性能についての実験的考察

○宮永渚生、重松尚久、杉原綾乃（呉工業高等専門学校）

 1. 磁気マーカシステムを用いた除雪車走行支援ガイダンスに関
する実験

○新保貴広、舟橋誠、久慈直之（（国研）土木研究所 寒地土
木研究所）

 2. 軟弱地盤における建設機械の走破性に関する基礎的実験

○山田充（（国研）土木研究所）

○武本昌仁（国交省 近畿地方整備局）

 12.

○田村直樹、宇野賢一（国交省 東北技術事務所） ○可児純子（可児建設(株)）、横山隆明（立命館大学）、須田清隆
（(株)環境風土テクノ）

【品質確保･生産性向上(４) 】　（3編／60分）【安全対策・事故防止(１) 】 （3編／60分）

 21. 磁界センサを活用した作業員検知警報・停止システム

○今関政美、稲葉誠一、安田勇介（(株)アクティオ）

 22. ICT技術を用いた人と重機の接触災害リスク低減システムの
開発

○奥田悠太、藤井暁也、佐藤有（清水建設(株)）

○竹野陽、村本卓也、講堂康史朗（(株)小松製作所） ○早川健太郎（安藤ハザマ）、増田裕正、寺原勲（富士ソフト）

【維持・管理・補修（２） 】　（3編／60分）

見える化技術を活用した建設現場の新たな取組み-新名神枚
方工事における「建設現場の見える化」技術の導入実績

 25. 立坑掘削土揚重の改善に向けたローラ付き底開きベッセルおよび
円形架台の開発と使用実績

○大屋満（鹿島建設(株)） ○安彦柳一、東原秀明（鹿島建設(株)）

７．ウェアラブルデバイスを用
いた遠隔現場巡回システム

○佐藤有、鈴木正憲、奥田悠
太（清水建設（株））

６．作業効率化と安全性能の
向上を両立した次世代の高所
作業車　次世代高所作業車
建トゥン

○湯島一郎、研次郎（（株）レ
ンタルのニッケン）

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
発
表

１．「地上写真測量（動画撮影
型）を用いた土工の出来高算
出要領（案）」に対応　　-
「Solution Linkage Survey」に
よる現場計測-

○田中一博（日立建機（株））

２．高所作業車における安全
対策の提案（挟まれ防止装置
や転倒防止装置等の安全対
策の紹介）

○清水亮、吉田道信（（株）カ
ナモト）

３．舗装工事におけるプッシュ
オフ式トレーラ導入による有効
性の検証　材料運搬の側面か
ら入手不足解消と舗装の品質
向上を求めて

○土肥真也、梶原覚（（株）
NIPPO）、矢崎翔太（トップア
ローズ（株））

 16. 新型除雪グレーダ用可変幅型ブレードの開発  44. 遠隔臨場を活用した多人数コミュニケーションの実験的報告

休憩(10分)

【品質確保･生産性向上(５) 】　（2編／40分） 【建設改革(２) 】　（2編／40分）

 15. 電子制御を活用したHMT(Hydraulic Mechanical
Transmission)ホイールローダの開発

 43. AIを用いて映像中の建設機械を自動的に検出するシステムの開
発

 42. モニター画像からの重機の状態推定と現場環境モデルの構
築に関する研究

 36. 現況路面データを基準にしたGNSS切削システム
評価結果と今後の運用について

○酒井優、手塚悠太、吉見卓（芝浦工業大学） ○平岡茂樹((株)ﾄﾌﾟｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｱｼﾞｱ)、中田和秀(兵庫県)、八木
橋宏和((一社)施工技術総合研究所)

 35. 既設コンクリート構造物のあと施工せん断補強に伴う削孔作業に
適用する自動削孔装置の開発

○武石学（安藤ハザマ）、土井隆行、野田大輔（コベルコ建機
(株)）

○有川健、三澤孝史、西山敏之（(株)奥村組）

 40. 誰でも働ける現場を目指した「遠隔臨場」が作業効率に与える
影響の研究

 34. 高温域における煙突補修装置の開発－高温域煙突内部吹付装
置－

○藤原裕介、山崎洋一郎、佐伯誠司（コベルコ建機(株)） ○城井光雄（(株)奥村組）、丸山宣男、小林淳二（日本製鉄
(株)）

 41. 自動運転油圧ショベルの現場実証

 11. 遠隔臨場による移動レス・接触レスな働き方改革  26. 小断面トンネル自動吹付機システムの開発

○柳瀬ひろし（映像活用CIM研究会）、須田清隆（(株)環境風
土テクノ）、漆館直（(株)堀口組）

○梶野　瑞基、宮川克己、手塚仁（(株)熊谷組）

休憩(10分)

【建設改革(１) 】　（3編／60分）

 9. 土工の出来高算出における動画を使う写真測量の精度確
認手法と撮影条件

 24. パーカッションドリル機を用いた高圧噴射撹拌の斜施工機械
の開発

○金森宗一郎、小塚清（国交省 国土技術政策総合研究所）、
森川博邦（（国研） 土木研究所）

○木田匠紀、島野嵐、萩原耕太（三信建設工業（株））

 10.

休憩(10分)

【品質確保･生産性向上(３) 】　（3編／60分） 【安全対策・事故防止(２) 】 （3編／60分）

 8. RTK-GNSS搭載型UAVを用いた空中写真測量における標定
点数削減に関する検討

 33. 排水機場の状態監視モニタリングシステム構築と異常データ検知
AI手法に関する研究

○木村圭佑、山下尚、小塚清（国交省 国土技術政策総合研
究所）

○須山友貴、上野仁士、黒田浩章（（国研） 土木研究所）

○松岡祐仁（(株)フジタ）、神野有生、高田雅也（山口大学） ○川口貴大、渡邉賢一（国交省 公共事業企画調整課）

 7. 斜め往復撮影による標定点不要の造成地UAV写真測量手法
の開発

 32. インフラ維持管理におけるAI・３次元モデルを用いたロボット技術
の活用拡大に向けた取組

○久保田雄基、関文夫（日本大学） ○東山遼（国交省 公共事業企画調整課）

 6. 2016年度からの土木業界におけるi-Constructionにおける取
組みと建設機械技術の動向

 31. インフラメンテナンス新技術・体制等導入推進委員会の取り組み
について

 17.

昼　休　憩　（50分）

○佐藤有、鈴木正憲、奥田悠太（清水建設(株)）

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

○野正裕介、浅沼廉樹（(株)フジタ）、能代泰範（古河ロックドリ
ル(株)）

○澤城光二郎（(株)安藤・間）、大伴真吾（朝日航洋(株)）

 29. ウェアラブルデバイスを用いた遠隔現場巡回システム

４．現場第一主義が生み出す
「生きたＩＴ技術」-クラウドによ
る機械・作業員・稼働情報・仮
設設計で一括集中監視-

○山口孝人、野中浩平、村上
四季（タイトレック（株））

５．排水ポンプ車のポンプ設
置作業の安全性向上

○鶴田勇、大坪晋作（国交省
中部技術事務所）

 30. 施工現場でのリスク評価と映像を活用したリスク予知教育
－アイトラッキング調査とVRの活用－

○可児憲生（可児建設(株)）、渋谷義博（トライポッドワークス
(株)）、須田清隆（(株)環境風土テクノ）

○小浦方一彦、小泉倫彦（国交省 北陸技術事務所）

【安全対策・事故防止(４) 】（2編／40分）

 20. トンネル工事の省力化について
ロックボルタを搭載した多機能機械「マルチジャンボ」

 46. 地理空間情報アーカイブ活用における航空レーザ点群の土工事
への適用性検証

 28.
○中村多聞、浅沼廉樹（(株)フジタ）、浮田真樹（ライカジオシ
ステムズ(株)）

○中澤勇介、内田佳親、犬窪昭裕（鹿島建設(株)）

○久慈直之（（国研）土木研究所 寒地土木研究所）

ＩＣＴ活用による除雪トラックのマシンコントロール化

阿部　里視

 19. 重機搭載レーザー計測システム（トンネル版）の開発
ICT技術を使ったインバート掘削の出来形計測検証

 45. 超大型建築現場における生産性向上を目指した資機材管理シス
テムの開発と導入

○本田陽一（(株)環境風土テクノ）、黒河洋吾（(株)愛亀）、蒔
苗耕司（宮城大学）

○野田哲也、鈴木泰（鹿島道路(株)）

休憩　（10分）

【品質確保・安全性向上（７）】　（2編／40分） 【建設改革(3) 】　（2編／60分）

休憩　（10分）

【安全対策・事故防止(３) 】  （2編／40分） 【災害、防災、復旧・復興（１） 】　（2編／40分）

 27. 積雪時におけるラウンドアバウトエプロン端部の可視化方法に
関する検討

  39．写真計測（SfM/MVS）を活用した低コストな路面損傷調査の
試行報告

  5．路盤鉄筋コンクリート施工における出来形精度向上と品質確保、
工程短縮の取り組み

○立花洋平、梶原覚、相田尚（(株)NIPPO）
ミリ波レーダと可視カメラを組み合わせた周辺監視センサーの
開発と評価結果

○八十岡興祐（三菱電機(株)）、畑本浩伸、飛鳥馬翼（(株)熊
谷組）

○松浦誠司、原田耕司（西松建設(株)）、山本郁夫（長崎大
学）

 37. UAVを活用した橋梁点検の撮影方法に関する考察   3．ドローン撮影画像を用いた簡易な路面ひび割れ測定技術の開発

 13. 標準歩掛と情報理論を用いた新技術の生産性評価手法

○髙津知司（国交省 関東技術事務所）

 14. 23.

路面自走ロボットを活用した舗装工事の省人化技術

○下川光治、森川博邦、服部達也（（国研） 土木研究所） ○其田直樹、相田尚（(株)NIPPO）、高幣玲児（(株)構造計画研究
所）

藤島　一雄 森川　博邦

開会式 ポスターセッション

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

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

研修－１号室　（地下３階）　収容人員80名 研修－２号室　（地下３階）　収容人員80名
B3－2会議室
（地下３階）

研修－１号室　（地下３階）　収容人員80名 研修－２号室　（地下３階）　収容人員80名
B3－2会議室
（地下３階）

発注者へのICT施工に関するアンケート調査について

○河野智一（国交省 関東技術事務所）

初日（１２月２日）と同様

ポスターセッション

市町村工事を対象としたICT施工の導入を目指した取り組み
について

  38．水路トンネル調査ロボットの開発   4．


