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１．はじめに 

トンネル機械技術委員会では、「ＩＣＴ等新技術の建設生産システムへの本格導入」を 

Ｈ３０、Ｒ１年度の事業テーマとし継続して活動しています。昨年度はトンネル分野全体

におけるＩＣＴの状況を調査し、本年度はトンネル坑内における安全に着目し「重機と作

業員の接触防止分野でのＩＣＴ技術」についてアンケートを実施しました。アンケートで

は各社の推進状況、現状での課題を主体にＩＣＴ技術に広くご意見をいただき、詳細に各

技術を確認するためヒアリングも実施しました。回答いただいた１５案件のアンケートを

まとめましたので、報告させていただきます。 

 

２．アンケートについて 

2.1 アンケート依頼企業 

  トンネル機械技術委員会 委員が所属する企業 

 

2.2 アンケート実施期間 

  令和元年 5 月 24 日 ～ 7 月 31 日 

 

2.3 アンケートに回答していただいた企業 

 

 

 

 

 

ＮＯ アンケート回答企業 技術名称

1 (株)大本組 ビーコンを活用した坑内見える化システムによる安全管理

2 (株)カナモト 死角を視界に変える接触防止システム（ナクシデント）

3 (株)熊谷組 軌道装置坑内運行管理システム

4 五洋建設(株) 自社クラウド（i-PentaCOL）を用いたダンプトラックの運行管理システム

5 トンネル覆工コンクリートモニタリングシステム

6 コンクリート吹付作業の遠隔操作技術

7 (株)奥村組 多点同時変位計測システム（NETIS: KT-110063-A)

8 (株)アクティオ ブラクステール

9 (株)流機エンジニアリング 発破飛石防止カーテン

10 清水建設(株) 山岳覆工コンクリート自動化

11 重機周り作業員検知システム「アラウンドウォッチャー」

12 GPS車両運行管理システム「スマートG-Safe」

13 カラーコード（カメレオンコード）を用いた入退場管理システム

14 骨伝導ヘッドセット技術

15 重機接触防止システム

前田建設工業(株)

大成建設(株)

鹿島建設(株)
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３．アンケート結果
　3.1(株)大本組
　　➀アンケート回答

記入会社　：　㈱大本組 記入者　：　橘　伸一

KEYWORD：

以下上記と切り離して考えてください

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年6月12日

■技術名称　ビーコンを活用した坑内見える化システムによる安全管理

作業員検知 IoT 働き方改革、安全対策

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要
　トンネル施工管理の一環として、機材・入坑者を見える化することにより切羽の安全管理の向上を図る。本シ
ステムは、入坑者が所持している小型・軽量ビーコン（発信機）とトンネル坑内（坑口、セントル、切羽等）に設置
したビーコン受信機から構成されるものである。ビーコンから送信される電波強度で人や物の存在をリアルタイ
ムに検知し位置測位を行うシステムである。検知したデータは、ゲートウェイを通じてクラウドに自動的に集約さ
れる。集約されたデータから入坑者の位置情報を特定し坑内位置モニターにて入坑者の可視化を行うものであ
る。

■業務レベル 実施中

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項

坑口からの距離が長くなるにつれ、使用機械および入坑者の原位置を把握することが困難になる。本システム
は、長大なトンネル現場においてもリアルタイムに切羽での入坑者（職員・作業員）の退避状況や坑内使用機械
等のおおよその位置を把握することが可能となり作業員の安全管理の向上が図れた。また、従来型の入坑札を
使用する時よりも人為的な間違いも無くなり利便性の向上が図れた。
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 　㈱大本組

2 記入者 橘　伸一

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

7 ヒヤリング項目

➀人の検知は受信機の範囲のみか、または電波の強弱によりさらに詳細に検
知可能なのか。
→ビーコンの電波距離は約50mであるため、そのエリア内に設置した受信機の
み検知可能。また、複数台受信機が検知した場合、その中で最も強い電波強
度を受けた受信機の近傍に居ると判断される。
②人の検知は個人毎に可能か（モニターには個人名は表示されていない）。
→ICタグ番号と人との関連づけにより可能にすることが出来る。
③ビーコンは個別管理か。（個々人が別の認識か。）
→ビーコンはそれぞれに管理番号が付してあるので個別管理可能である。
④ビーコンの数に制限はあるか。
→特に上限は無い。
⑤ビーコンの信頼性はどの程度か。また誤発信は無いのか。
→障害物や反射等の影響が無ければ、基本的にご誤発信、誤検知は無い。
⑥火薬取扱い時のにおける取扱いに問題はないか。（電池式）
→基本的に火薬庫付近での使用はすすめていない。集荷箱等を設けて一緒に
置くなどの運用をすすめている。
⑦つけ忘れ等はないか。
→ヘルメット設置型なので基本的につけ忘れは無い。
⑧他社の使用は可能か。（取り扱い業者はどこか。）
→可能。取扱い業者は、マック㈱，㈱WHERE等。
⑨概算費用を教えてほしい。
→(ini)100万、(run)100万/年

6 感想・課題・要望事項

坑口からの距離が長くなるにつれ、使用機械および入坑者の原位置を把握す
ることが困難になる。本システムは、長大なトンネル現場においてもリアルタイム
に切羽での入坑者（職員・作業員）の退避状況や坑内使用機械等のおおよそ
の位置を把握することが可能となり作業員の安全管理の向上が図れた。また、
従来型の入坑札を使用する時よりも人為的な間違いも無くなり利便性の向上
が図れた。

4 概要

トンネル施工管理の一環として、機材・入坑者を見える化することにより切羽の
安全管理の向上を図る。本システムは、入坑者が所持している小型・軽量ビー
コン（発信機）とトンネル坑内（坑口、セントル、切羽等）に設置したビーコン受信
機から構成されるものである。ビーコンから送信される電波強度で人や物の存
在をリアルタイムに検知し位置測位を行うシステムである。検知したデータは、
ゲートウェイを通じてクラウドに自動的に集約される。集約されたデータから入
坑者の位置情報を特定し坑内位置モニターにて入坑者の可視化を行うもので
ある。

3 技術名称
ビーコンを活用した坑内見える化システムによる安全管理

4



  　3.2(株)カナモト
　　➀アンケート回答

記入会社　： カナモト 記入者　：　勝部　善之

KEYWORD：

以下上記と切り離して考えてください

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年7月24日

■技術名称

死角を視界に変える接触防止システム（ナクシデント）

作業員検知 自動停止 危険の見える化

従来のセンサーでは人と物を区別する点が課題であったが、AIを導入することにより区別を的確に行い不必要
な緊急停止動作等を低減させ、安全かつ効率的な作業が見込めると思います。

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）

重機周辺を俯瞰的に確認できるシステムがあればより安全性が増すと思います。

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要
深度センサーによって3D情報を取得するデプスカメラ、AIによる物体認識機能などの先端技術を駆使し、バック
ホウ等使用時の“後方未確認による事故”を未然に防止する。センサー範囲内に人を検知すると、強制的に停
止させる接触防止システム。カメラを後方3か所に設置し、視野角を広げる。死角がほぼなくなり、安全性が大
幅に向上する。また、カメラ視野角は現場環境に合わせて調整可能。回転灯、警報音をオプションで追加可能。
また、本システムはブルドーザ、タイヤローラなどの建設機械にも取付可能。

■業務レベル 実施中

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 ㈱カナモト

2 記入者 勝部　善之

3 技術名称 死角を視界に変える接触防止システム（ナクシデント）

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

4 概要

深度センサーによって3D情報を取得するデプスカメラ、AIによる物体認識機能などの先端技術
を駆使し、バックホウ等使用時の“後方未確認による事故”を未然に防止する。センサー範囲内
に人を検知すると、強制的に停止させる接触防止システム。カメラを後方3か所に設置し、視野
角を広げる。死角がほぼなくなり、安全性が大幅に向上する。また、カメラ視野角は現場環境
に合わせて調整可能。回転灯、警報音をオプションで追加可能。また、本システムはブルドー
ザ、タイヤローラなどの建設機械にも取付可能。

7 ヒヤリング項目

➀同種のシステムが複数あると思うが、本機械の特徴、優位性は何か。
→カメラ画像による画像認識（AI）で人を判断するシステムのため、人以外は反応せず、作業員
にセンサーなどを持たせる必要は無く、現場に紛れ込んだ一般人でも検知する。特許出願中。
→車両に搭載したシステム単独で「接近する人体を自動判別⇒警告⇒自動停止」を行い、接
近する人の状態を問わない。また自動停止までの反応レスポンスが非常に速い（0.5秒）ことが
特徴。
②ＡＩを使うとどうして人と物の区別が的確に行えるのか。
→ディープラーニングのタグ付けで人物の大量のデーターをコンピューターに入れており、的確に
判断する仕組みになっている。
③機械学習は教師有りか無しか。
→厳密には機械学習(ML)ではなく、ディープラーニングのCNN（Convolutinal Neural
Network)である。タグ付けは人が行っている。
④誤認識の可能性はないのか。
→環境条件によっては接近したモノを人と判定する可能性はあるが、その精度を上げるため人
物の写真を大量に撮影し、タグ付を更新している。100％認識を目指し日夜努力している。
⑤人の検知精度はどのくらいか。
→人体を人と判定する精度はほぼ１００％と言ってよい。通常検証では人を見逃した事はほぼ
無い。
⑥人を検知した際、緊急停止までの反応時間はどのくらいか。
→・バックホウ用ナクシデントで、人接近判定に0.02秒。・安全レバーONにするまでの時間は
0.5秒以内。・実際に制動するまでの時間は機械の挙動によるが1秒以内。
→ホイール車両用ナクシデントでは反応速度は変わらないが、タイヤロックしないように約1．5
秒でフルブレーキになるようにペダル/シャフトを作動している。
⑦人の検知は、どのくらいの距離まで接近した時に警報を発信するのか。
→距離センサーを備えているので、10m以内で調整が可能である。
⑧急旋回によるバケットでの人衝突への対応は可能か。
→バックホウの急旋回に対しても、クローラー走行に対しても、すべての油圧をカットするので可
能である。ただし、カメラ取付位置に留意する必要はある。
⑨検知距離は調整できるのか。
→10mの範囲内であれば可能である。
⑩センサーは後付けが可能か。
→後付け仕様である。パワーショベルの場合は後方に3台（可視範囲は除外）、重ダンプやタイ
ヤショベル等は後方1か所の取付を行う（可視範囲は除外）。
⑪機種ごとにセンサーの取付位置が変わるのか。
→取付位置は機種毎に変えている。カメラが捉える範囲を都度調整する必要がある。
⑫概算費用を教えてほしい。
→基本的にはバージョアップしているため販売はせず、レンタルのみとしている。
1ヶ月レンタル料金：カメラ1台当たり 45,000円＋コントロールPC 45,000円、BH用はカメラ3
台使用。ホイール車両用はカメラ1台使用。
※取付撤去費、電源ユニット（販売品）・消耗部材費、補償料は別途。
⑬防塵性能は備わっているか。
→防塵テストはしていない。アルミケースに施される防水防滴のシーリングによって、カメラ・コン
ピュータには影響がないと思われる。ただしカメラレンズ部分が汚れた場合は拭く必要あり。カメ
ラ・コンピューター以外の機器（ディスプレイなど）への影響は不明。
⑭大量の画像でAIのディープラーニングは全てカナモト内で行っているのか。
→カナモト主導で行っている。ナクシデントは外装、電気、AIなど分野が多岐にわたる。
⑮車両がどれぐらいの速度で走行することを前提にして停止させているのか。
→クローラー/ホイール共に使用現場によっては自動停止を推奨できない場合がある。車両の
走行性能・制動性能に左右されるが、実績としてホイールローダーに取り付けてバック３速全開
で制動距離３～４ｍ。低速ギア走行時は警報による注意喚起が主となる。

6
感想・課題・
要望事項

従来のセンサーでは人と物を区別する点が課題であったが、AIを導入することにより
区別を的確に行い不必要な緊急停止動作等を低減させ、安全かつ効率的な作業が
見込めると思う。
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　3.3(株)熊谷組
　　➀アンケート回答

記入会社　：　㈱熊谷組 記入者　：　宮川　克己

KEYWORD：

・電波の受信状況が不安定な場合ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄで受信できず誤信号表示となる場合があるが概ね機能した
・掘進の進行に合わせｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄの追加、配線を行うための費用を計上する必要がある

以下上記と切り離して考えてください

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年7月3日

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要
ｼｰﾙﾄﾞ坑内100m毎にﾜｲﾔﾚｽｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄを設け軌道装置に搭載した無線端末とのﾛｰﾐﾝｸﾞ機構を利用して
軌道装置の運行位置を検知させ、要所に設置した運行画面ﾓﾆﾀｰへの表示並びに坑内100m間隔に3色信号
にて接近警報を表示させる。作業所構内をLAN通信させ情報が共有できる。また、入坑管理と連携させること
で軌道装置のみならず人の位置情報も把握できるので、小口径ﾄﾝﾈﾙにおける人との接触を防止するための安
全施策のみならず、軌道装置運行等の一元管理にも寄与する

■業務レベル 実施中

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項

軌道装置坑内運行管理システム

周囲監視 危険の見える化 ICT

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 ㈱熊谷組

2 記入者 宮川　克己

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

4 概要

ｼｰﾙﾄﾞ坑内100m毎にﾜｲﾔﾚｽｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄを設け軌道装置に搭載した無線端
末とのﾛｰﾐﾝｸﾞ機構を利用して軌道装置の運行位置を検知させ、要所に設置し
た運行画面ﾓﾆﾀｰへの表示並びに坑内100m間隔に3色信号にて接近警報を
表示させる。作業所構内をLAN通信させ情報が共有できる。また、入坑管理と
連携させることで軌道装置のみならず人の位置情報も把握できるので、小口径
ﾄﾝﾈﾙにおける人との接触を防止するための安全施策のみならず、軌道装置運
行等の一元管理にも寄与する。

3 技術名称
軌道装置坑内運行管理システム

7 ヒヤリング項目

➀アクセスポイントの設置間隔は何m程度か。
→100m間隔。
②進行方向は確認できるのか。
→光電ｾﾝｻｰ2個を1組とし、光を遮った順に方向性を判定する。これを坑口と
切羽にそれぞれ設置する。
③誤信号表示となった場合の認識と対処法はどのようにするのか。
→誤信号は主にAPと通過時の無線伝送ﾀｲﾐﾝｸﾞによるものと想定できる。ﾃﾞｨｽ
ﾌﾟﾚｲ表示の視認では認識できるが、坑内歩行中の信号では誤信号の判定はで
きない。対処ではないが、次のAP通過で復旧する。
④誤信号表示はどうやって、見分けるのか。
→実際の軌道装置接近位置と信号表示のｽﾞﾚで解る。
⑤ビーコンは個別管理か。（個々人が別の認識か。）
→構内PHS（FOMA)を個人で所持。入坑管理にも利用。
⑥他社での使用は可能か、その場合の取扱業者はどうなるか。
→使用可。㈲ﾊｲﾃｸｼｽﾃﾑ社
⑦概算費用を教えてほしい。
→概算で
　・中央制御室の主装置関連費：￥500,000
　・ｿﾌﾄ費：￥1,000,000
　・坑内AP：￥150,000/箇所

6 感想・課題・要望事項

・電波の受信状況が不安定な場合ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄで受信できず誤信号表示とな
る場合があるが概ね機能した。

・掘進の進行に合わせｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄの追加、配線を行うための費用を計上する
必要がある。
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　3.4五洋建設(株)
　　➀アンケート回答

記入会社　：五洋建設（株） 記入者　：　河上清和

KEYWORD：

以下上記と切り離して考えてください

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年7月16日

発破工法のトンネル現場では、爆薬に雷管をセットする親ダイ作りが必要となる。今まで、火薬番等が
人力で爆薬に雷管をセットしているが、親ダイ製作機みたいな機械は作れないだろうか。
法的な問題もあると考えますが、機械を使用して遠隔地で監視することで、不慮の爆発事故による人
災を防止できるとともに、硬質な岩盤掘削での多量の親ダイ作成では省力化が図れる。

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要

ダンプトラックに専用のアプリを入れたスマートホンを搭載し、スマートホンからの位置情報などをもとに
ダンプトラックの走行位置、運搬回数、平均速度を自社クラウド（i-PentaCOL）を利用して管理するシ
ステムである。交通事故の多発箇所や学校など、危険箇所を事前に登録しておくことで、スマートホン
から警報音等で注意喚起することもできる。
また、各ダンプトラックの運搬回数を自動的に帳票にまとめることができることで、土量運搬管理の省
力化に寄与できる。

■業務レベル 研究段階

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項

ダンプトラックの走行位置情報などについては、事務所、店社のパソコンだけでなくタブレットPCなどの
移動端末でも確認できる。また、作業後の帳票作成を自動で行えるため運搬土量の管理も省力化で
きる。
現在は現有機能の実証段階であるが今後、スマートホンとの双方向通信機能を利用した運行管理、
例えば緊急時の一斉送信や運転手の健康状況把握などの機能拡張を考えている。

自社クラウド（i-PentaCOL）を用いたダンプトラックの運行管理システム

働き方改革、安全対策 ICT 車両運行管理

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 五洋建設㈱

2 記入者 河上　清和

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 研究段階

➀速度超過等の違反、運行ルートの間違い等の防止は可能か。
→スマートホンの加速度計の機能を利用して、速度超過については把握と警告
ができる。事前にルートを登録することで、運行ルートの間違いについても警告
することができる。
②運転中に管理者側とのやりとりは可能か。
→スマートホンにメッセージ機能はあるが、現時点では運転中の管理者とのやり
とりは考えていない。
③外部交通情報を取得できるのか。
→現時点はできないため、外部の交通情報についてはカーナビゲーションシステ
ムなどによって取得している。
④土量の把握方法はどのようにするのか。
→現時点では、運搬回数×ダンプの積載容量で把握している。なお、ダンプト
ラックに搭載しているETCを利用した土量管理システムを別途開発しているが、
本システムとは連動していない。
⑤土量管理について、対象車両の運搬土量はどのように検出しているのか。
→現時点では、事前に重量を確認して目印線をつけるなど従来の管理方法で
運用している。センサー等による対象車両の運搬土量管理をしていない。ETC
を利用した土量管理システムを別途開発しており、実際に使用している。
⑥使用可能になる目途はどうか。
→実証中の技術ではあるが、現行の機能であれば現時点から使用可能であ
る。現在、当社保有の土壌再利用センターではETCを利用した土量管理システ
ムを用いて、建設残土の処理を行っている。また、帳票作成もこれに基づいて
行っている。(関連資料(P.38～40)参照)
⑦他社の使用についてはどうか。
→自社ツールのため、現時点で他社使用はできない。

7 ヒヤリング項目

6 感想・課題・要望事項

ダンプトラックの走行位置情報などについては、事務所、店社のパソコンだけで
なくタブレットPCなどの移動端末でも確認できる。また、作業後の帳票作成を自
動で行えるため運搬土量の管理も省力化できる。
現在は現有機能の実証段階であるが今後、スマートホンとの双方向通信機能
を利用した運行管理、例えば緊急時の一斉送信や運転手の健康状況把握など
の機能拡張を考えている。

ダンプトラックに専用のアプリを入れたスマートホンを搭載し、スマートホンから
の位置情報などをもとにダンプトラックの走行位置、運搬回数、平均速度を自
社クラウド（i-PentaCOL）を利用して管理するシステムである。交通事故の多発
箇所や学校など、危険箇所を事前に登録しておくことで、スマートホンから警報
音等で注意喚起することもできる。
また、各ダンプトラックの運搬回数を自動的に帳票にまとめることができること
で、土量運搬管理の省力化に寄与できる。

4 概要

3 技術名称
自社クラウド（i-PentaCOL）を用いたダンプトラックの運行管理システム
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　3.5大成建設(株)（１）
　　➀アンケート回答

記入会社　： 大成建設株式会社 記入者　： 佐藤卓也 記入日　：　2019年7月25日

KEYWORD： 品質向上

以下上記と切り離して考えてください

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要
本技術は、鋼製移動式型枠（以下、セントル）に設置した温度、圧力などの各種センサーを用いて山岳トンネル
覆工コンクリートの打設状況をリアルタイムに把握し、計測データを自動で記録するものである。本システムの適
用により、各種センサーで得られた情報を一元管理し、覆工コンクリートの打設状況の「見える化」と、更なる品
質向上を実現することが可能となる。
（詳細別紙参照）

■業務レベル 実施中

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項

トンネル覆工コンクリートモニタリングシステム

生産性向上 働き方改革、安全対策 その他

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 大成建設㈱

2 記入者 佐藤　卓也

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

本技術は、鋼製移動式型枠（以下、セントル）に設置した温度、圧力などの各種
センサーを用いて山岳トンネル覆工コンクリートの打設状況をリアルタイムに把
握し、計測データを自動で記録するものである。本システムの適用により、各種
センサーで得られた情報を一元管理し、覆工コンクリートの打設状況の「見える
化」と、更なる品質向上を実現することが可能となる。
（詳細別紙参照）4 概要

トンネル覆工コンクリートモニタリングシステム
3 技術名称

➀時間経過後のコンクリート強度も測定できるか。
→土木学会など既発表されている積算温度と強度の関係から、脱型時の強度
を推定することは可能である。
②品質証明記録として使用できるのか。
→システム的には可能と考えるが、発注者の要求があるわけではないので現状
行っていない。
③温度センサーと圧力センサーは別々か。
→別々である。
④労力はどのくらい低減できるか。
→打設番の社員が、張り付くことなく、他の作業と兼務出来たり、事務所や他
の社員もパソコン、携帯端末で確認することができる。見える化を図ることによ
り効率を上げているので、何人減るとはここでは言えない。
⑤センサーの取り付け状況はどうなっているか。
→セントルの型枠表面に穴を空けて、そこにセンサー面を固定している。
⑥各種センサー（感知、温度、圧力）の役割は何か。
→・感知：コンクリート到達位置（高さ）
　・温度：コンクリート温度から強度推定など
　・圧力：充填状況
何れにしても、このような項目を記録することにより、今後の施工に役立てるこ
とになる。また、CIMのような目的もある。
⑦「赤外線センサーでトラミキの位置を記録」とは具体的に何をしているのか。
→CIMの意味合いで、何時ねられ、どのトラミキの分が、凡そどこに打設された
かを記録するため。
⑧発注者への開示はどうしているか。
→開示は可能であるが、基本、仕様にそのような項目はなく、提出する義務は
ない。
⑨セントルはどのメーカでもよいか。
→岐阜工業になる。

7 ヒヤリング項目

6 感想・課題・要望事項
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　3.6大成建設(株)（２）
　　➀アンケート回答

記入会社　： 大成建設株式会社 記入者　： 佐藤卓也 記入日　：　2019年7月25日

KEYWORD：

以下上記と切り離して考えてください

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要
本技術は、山岳トンネル工事において、切羽（掘削面）でのコンクリート吹付作業に使用する遠隔操作技術であ
る。本技術の適用により、吹付作業の安全性向上と環境改善を実現することが可能となる。
（詳細別紙参照）

■業務レベル 実施中

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項

コンクリート吹付作業の遠隔操作技術

働き方改革、安全対策 切羽での安全対策 選択してください(第3)

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 大成建設㈱

2 記入者 佐藤　卓也

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

本技術は、山岳トンネル工事において、切羽（掘削面）でのコンクリート吹付作
業に使用する遠隔操作技術である。本技術の適用により、吹付作業の安全性
向上と環境改善を実現することが可能となる。
（詳細別紙参照）

4 概要

コンクリート吹付作業の遠隔操作技術
3 技術名称

➀操作時における切羽からの離隔はどのくらいか。
→カメラは切羽から5m以内程度に設置、操作者はどこでも良いが、実証試験
時には、吹付機・トラックミキサの後方で実施した。
②魚眼レンズにおける吹付コンクリートの付着等の防止対策はどうしているの
か。
→球面の強化ガラスでレンズは保護しており、1回の吹付作業で付着したコンク
リートは拭き取ることで容易に清掃できる。
③魚眼レンズにおける粉塵の視界はどの程度か。
→通常の目視による作業と同様と考える。見えなくなるほどではない。
④カメラ設置場所に制限があるか。
→基本的に吹付面が見えるところなら良い。現状は切羽より3～4ｍ程度後方
に設置している。
⑤奥行方向がどの程度確認できるか。
→HMD（ヘッドマウントディスプレイ）は、2つのカメラで、両眼でそれぞれを見て
おり、肉眼と同様の奥行き感（遠近感）がある。
⑥カメラ及び操作する位置はどこか。
→カメラは切羽から4m以内程度に設置、操作者はどこでも良いが、実証試験
時には、吹付機・トラックミキサの後方に設置した。極端に言えば事務所でも可
能である。
⑦出来形も確認しているのか。
→基本、カメラ画像により確認しているが、最終確認は目視になる。
⑧カメラ及びLEDライトはレール上を自動走行するのか。
→現状は手動であるが、今後少し改良の余地がある。

7 ヒヤリング項目

6 感想・課題・要望事項
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　3.7(株)奥村組
　　➀アンケート回答

記入会社　： ㈱奥村組 記入者　：　澤部　智明

KEYWORD：

以下上記と切り離して考えてください

前方予測も含めて切羽の地質や状況を把握できるAI（人工知能）技術

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年7月19日

・計測距離間に支障物が位置した場合の対応ができない。今後、異常を検知した場合、その原因が切羽変状
によるものか、支障物によるものかを自動判別できる機能が欲しい。

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要

レーザー距離計により切羽面と距離計との間を常時計測し、計測距離に変動（切羽変位）が発生した場合は、
回転灯やLED表示にて作業員に異常の発生を知らせ、予防措置を行う安全確保技術。

■業務レベル 実施中

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項

多点同時変位計測システム（NETIS: KT-110063-A)

危険の見える化 周囲監視 作業員検知

・レーザー距離計の計測距離が短い（25m～30mが限界）ため、頻繁に距離計の盛り替え作業が発生する
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 ㈱奥村組

2 記入者 澤部　智明

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

レーザー距離計により切羽面と距離計との間を常時計測し、計測距離に変動
（切羽変位）が発生した場合は、回転灯やLED表示にて作業員に異常の発生を
知らせ、予防措置を行う安全確保技術。

4 概要

多点同時変位計測システム（NETIS: KT-110063-A)
3 技術名称

➀レーザー距離計の盛替えに要する時間はどの程度か。
→レーザー距離計を整準調整する必要がないため、電源移動等を含めて20～
30分で対応可能。
②切羽の変位計測を行っている台数は何台か。
→4台の距離計を使用している。更に増やすことは可能。
③切羽の計測場所はどこか（中心、ランダム等）。
→可能な限り切羽中心部に照射するが、切羽近傍の重機位置等により変更を
余儀なくされる場合もある。
④切羽の粉塵等の影響はどうか。
→主に切羽災害の発生確率が高い。装薬作業、鋼製支保工建込み作業時に
使用するため、坑内粉じんが支障になることは無かった。
⑤測定距離が短いが、測定可能なトンネル内の粉塵濃度はどのくらいまでか。
→主に切羽災害の発生確率が高い。装薬作業、鋼製支保工建込み作業時に
使用するため、坑内粉じんが支障になることは無かった。
⑥レーザの変位検知精度はどの程度か。
→±1mmの精度で計測可能。
⑦御社での使用実績はどの程度か。
→現在のところ3現場での使用を確認している。

7 ヒヤリング項目

・レーザー距離計の計測距離が短い（25m～30mが限界）ため、頻繁に距離計
の盛り替え作業が発生する。

・計測距離間に支障物が位置した場合の対応ができない。今後、異常を検知し
た場合、その原因が切羽変状によるものか、支障物によるものかを自動判別で
きる機能が欲しい。

6 感想・課題・要望事項
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　3.8(株)アクティオ
　　➀アンケート回答

記入会社　： 株式会社アクティオ 記入者　：　桒原　賢司

KEYWORD：

人と障害物の検知範囲を分けて設定できる為、人が近づいて来た事を早期にオペレータに知らせる事ができ
従来機に比べ誤認識も少なく安全性が向上しております。
自動停止機能も、重機の非常停止を使用する事で可能ですがホイルローダー等は急に停止すると横転する
可能性が高い為、実施しておりません。

以下上記と切り離して考えてください

特にございません。

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年7月23日

ブラクステール

重機接触災害 周囲監視 作業員検知

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要
ブラクステールは、建設機械やフォークリフトと歩行者・作業者の接触を検知する為に開発された「インテリジェン
ト・カメラ・システム」です。従来の障害物検知システム（超音波またはHFレーダー等）では、できなかった検知対
象の判別が可能なため、歩行者検知エリアでは、人（歩行者・作業者）への危険がある場合のみ警報を発するこ
とができます。

■業務レベル 実施中

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 ㈱アクティオ

2 記入者 桒原　賢司

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

ブラクステールでは、建設機械やフォークリフトと歩行者・作業者の接触を検知
する為に開発された「インテリジェント・カメラ・システム」。従来の障害物検知シ
ステム（超音波またはHFレーダー等）では、できなかった検知対象の判別が可能
なため、歩行者検知エリアでは、人（歩行者・作業者）への危険がある場合のみ
警報を発することができる。

4 概要

ブラクステール
3 技術名称

➀同種のシステムが複数あると思うが、本機械の特徴、優位性は何か。
→３Ｄステレオカメラによる画像処理を使用して、ソフトウェアのアルゴリズムに
より人・モノを見分ける。
②どのようにして人と物の区別を行っているのか。
→人エリアと人モノエリアを別々に設定する。
　・人エリア：ソフトウェアのアルゴリズムにより人の形状を把握する。座ったり寝
ている姿勢や身長140cmの方は、検知しにくい。 ・人モノエリア：人もモノとし
て取り扱う。
③人の検知精度はどのくらいか。
→座ったり寝ている姿勢や身長140cmの方は、検知しにくい。
④機種により検知範囲は変わるのか。
→設定により変更可能。
　･カメラより後方：0.3Mは不感帯、 ･人モノエリア：カメラ後方より0.3m～4m、
幅　最大4m（視野角120度以内）、･人エリア：カメラ後方より1.5m～6m、幅
最大4m（視野角120度以内）
　※　人エリアと人モノエリアの重複は、出来ない。
⑤誤認識の可能性はないのか。
→カメラを使用しているので強雨・雪には、弱い。背面が雪壁で凹凸がない場
合、検出できないことがある。
⑥人を検知した際、緊急停止までの反応時間はどの程度か。
→標準停止回路は無いので計測していない。機器の応答処理速度として
0.2sec～0.8sec程度。
　※　本機は、警報補助装置のため停止使用は、推奨していない。
⑦人の検知は、どのくらいの距離まで接近した時に警報を発信するのか。
→人エリアは、カメラ後方より1.5m～6m、　幅　最大4m（視野角120度以内）
⑧急旋回によるバケットでの人衝突への対応は可能か。
→機器の応答処理速度として　0.2sec～0.8sec程度。急旋回では、対応厳し
いと思う。
⑨検知距離は調整できるのか。
→上述の通り
⑩センサーは後付けが可能か。
→後付けのみ
⑪概算費用を教えてほしい。
→レンタル費　1式当りのレンタル単価　･12ヶ月未満：＠70,000／月、・12ヶ
月以上：＠60,000／月、･24ヶ月以上：＠50,000／月

7 ヒヤリング項目

人と障害物の検知範囲を分けて設定できる為、人が近づいて来た事を早期に
オペレータに知らせる事ができ、従来機に比べ誤認識も少なく安全性が向上し
ている。
自動停止機能も、重機の非常停止を使用する事で可能ですがホイルローダー
等は急に停止すると横転する可能性が高い為、実施していない。

6 感想・課題・要望事項
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　3.9(株)流機エンジニアリング
　　➀アンケート回答

記入会社　：㈱流機エンジニアリング 記入者　：林　正也　

KEYWORD：

＜課題＞製品化の目途が付いた時点で、デモが行える工事中のトンネル現場を探す

以下上記と切り離して考えてください

消臭・防臭または芳香効果のあるコンクリート（吹付け・打設）

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年7月31日

発破飛石防止カーテン

切羽での安全対策 生産性向上 その他

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要
【開発背景・課題】
　発破時の「飛石」による被害を防ぐため機械や機器（重機、照明など）の退避または、設備（電源台車、自走式
クラッシャー）の設置位置が影響がない距離に設置せざるを得ない。これまでも飛石対策の製品が開発されて
いるが、損傷による補修手間・費用、換気の妨げになる、切羽進行に合わせての移設手段が面倒、製品が高価
であるという「生産性や費用面」で課題があると考えている。
【製品概要】
　当社がトンネル工事用で提供している「吸引ダクトシステム（集塵機・ファンに接続して使用する自動伸縮風
管）」のレールを利用して移設が可能（リモコン操作）。カーテン部分は耐水性高強度な耐切創性線維を用いて
網目構造としている。飛石はカーテンのしなりで衝撃吸収して下部に落下させる。網目構造なので、発破の爆風
を受け止めることなく通過させ、換気も妨げない。照明もリモコンで移設可能。現存する飛石防護製品よりも安
価で生産性向上が狙える。

■業務レベル 研究段階

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 ㈱流機エンジニアリング

2 記入者 林　正也

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 研究段階

【開発背景・課題】
　発破時の「飛石」による被害を防ぐため機械や機器（重機、照明など）の退避または、
設備（電源台車、自走式クラッシャー）の設置位置が影響がない距離に設置せざるを得
ない。これまでも飛石対策の製品が開発されているが、損傷による補修手間・費用、換
気の妨げになる、切羽進行に合わせての移設手段が面倒、製品が高価であるという「生
産性や費用面」で課題があると考えている。
【製品概要】
　当社がトンネル工事用で提供している「吸引ダクトシステム（集塵機・ファンに接続して
使用する自動伸縮風管）」のレールを利用して移設が可能（リモコン操作）。カーテン部分
は耐水性高強度な耐切創性線維を用いて網目構造としている。飛石はカーテンのしなり
で衝撃吸収して下部に落下させる。網目構造なので、発破の爆風を受け止めることなく
通過させ、換気も妨げない。照明もリモコンで移設可能。現存する飛石防護製品よりも
安価で生産性向上が狙える。

発破飛石防止カーテン

4 概要

3 技術名称

➀カーテンの設置・収納方法は容易か。
→･設置に関しては、吸引ダクトシステムを採用頂いている現場では、レール部
の一部の差し替えと新設吊りレールを敷設するだけなので比較的容易に設置で
きると考えている。
　･収納に関しては、カーテンの開け閉めは手動、カーテン部全体の前進・後退
はリモコンで操作が可能で非常に容易であると考えている。
②吸引ダクトシステムとセットでないと設置できないのか。
→吸引ダクトシステムが無い場合は、レールシステムを追加すれば設置可能で
ある。
③当該カーテンの強度はどの程度か、何か強度実験を行っているのか。
→強度試験は別添の資料の写真の通り、現在、強度や負荷を変え、繰り返し
行っている。
④網目はどのくらいか、小石の通過は許容するのか。
→網目は＃10㎜と＃30㎜の2枚重ねなので、物理的にはそれ以下の小石は
通過する。
⑤従前の方法と比較し、どのくらいのメリット（コスト、時間）が見込まれるのか。
→製品としては、同一コンセプトの比較対象製品が見当たらないが、現状の作
業サイクルと比較するとかなりのコストメリットが見込まれる。ベルコン採用現場
でこの製品を採用することにより、飛石による破損の心配が無く、移動式クラッ
シャーを切羽直近に設置を出きることにより、サイドダンプの移動距離が大幅に
短縮し、作業効率UP、サイドダンプのメンテナンス頻度や故障の低減が図れる
と考えている。
⑥事前の実験はどの様に行うのか。
→別添の資料の写真の通り、現在、社内試験で行える範囲と、やはり、最終的
には現場様のご協力の元、実際の発破現場での試験が必要だと考えている。

＜課題＞製品化の目途が付いた時点で、デモが行える工事中のトンネル現場
を探す。

7 ヒヤリング項目

6 感想・課題・要望事項
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　3.10清水建設(株)

記入会社　： 清水建設株式会社 記入者　：　藤内　隆

　　➀アンケート回答

KEYWORD：

ことが可能となり生産性が向上した。

　中流動コンクリートを使用して打設しているが、完全にコンクリートが流れず、棒状バイブレータを使用して
　一部補助的にコンクリートの流し込みをする必要があるのが課題である。

以下上記と切り離して考えてください

生産性向上 選択してください(第2選択してください(第3)

山岳トンネルにおける覆工コンクリート打設作業は、狭隘な移動式型枠(セントルの)内での作業となる。

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年8月22日

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■業務レベル 実施中

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）

■概要

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項

したがって、狭い空間を何度も締固めのため、コンクリー打設箇所へバイブレータを持って移動し、苦渋作業
となっている。また、上下間の打設箇所への移動は、転倒災害の発生の可能性がある。
これを解決するため、型枠バイブレータを各所に配置し、集中制御盤とタブレットを操作することで、人が移動
することなく、締固めが可能となるシステムを開発した。
その結果、バイブレータを持って移動することなく、危険作業や苦渋作業を改善し、作業員の人員を減少する

山岳覆工コンクリート自動化

■型枠バイブレータ ６０

●コンクリートセンサ ３4

◆加速度センサ 19

●圧力温度センサ 3

■型枠圧力センサ 5

操作パネル

型枠バイブレータ

コンクリート圧力測定制御盤
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 清水建設(株)

2 記入者 藤内　隆

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

山岳トンネルにおける覆工コンクリート打設作業は、狭隘な移動式型枠(セント
ルの)内での作業となる。したがって、狭い空間を何度も締固めのため、コンク
リー打設箇所へバイブレータを持って移動、苦渋作業となっている。また、上下
間の打設箇所への移動は、転倒災害の発生の可能性がある。
これを解決するため、型枠バイブレータを各所に配置し、集中制御盤とタブレッ
トを操作することで、人が移動することなく、締固めが可能となるシステムを開
発した。
その結果、バイブレータを持って移動することなく、危険作業や苦渋作業を改善
し、作業員の人員を減少することが可能となり生産性が向上した。

山岳覆工コンクリート自動化

4 概要

3 技術名称

➀バイブレータの起動及び停止は自動化されているか。
※コンクリートの打ちあがりに同調して制御されている。
→起動は手動、停止はタイマー設定時間後に自動停止する。
②覆工厚さに関係なく、対応可能か。
→可能。
③コンクリートの打ちあがりはどのように判断するのか。
→コンクリートセンサと目視で判断する。天端に関しては圧力センサーと沈下計
で判断する。
④各種センサの利用方法は何か。
→コンクリートセンサは打ちあがりを検知、圧力センサ、沈下計は天端打ちあが
りを検知、加速度センサーは締固めエネルギーを検知、積算温度は推定圧縮強
度を検知している。
⑤他社の使用は可能か。
→可能。
⑥実績はあるのか。
→新東名の他4現場で稼働中。
⑦直轄工事で対応可能か。
→中流動コンクリートを使用しているので、直轄工事で承諾できれば使用可能
である。

中流動コンクリートを使用して打設しているが、完全にコンクリートが流れず、棒
状バイブレータを使用して一部補助的にコンクリートの流し込みをする必要があ
るのが課題である。

7 ヒヤリング項目

6 感想・課題・要望事項
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　3.11鹿島建設(株)（１）
　　➀アンケート回答

記入会社　： 鹿島建設（株） 記入者　：　穴井　秀和

KEYWORD：

○従来のICタグでは周囲機器のノイズなどにより検知が不安定になっていたが、　改造型のICタグにより
　　不安定性を解消しました。
○ICタグを装着した運転手が運転席につくと警報が発せられてましたが、運転席を警報範囲から除外する
   ことにより警報がならないようにしました。
　　

以下上記と切り離して考えてください

ICT技術アンケート(トンネル坑内全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年7月31日

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要
　これまでも重機と作業員の接触事故対策としては電波や超音波を利用したものがありましたが、乱反射によ
る誤検知や、受信機と作業員の間に他の重機や機械が入った場合の検知漏れなどの問題があり、トンネルなど
の狭い作業空間では十分に機能を果たすことは困難でした。これらの問題を解決するため、磁界を利用したIC
タグ方式を採用し、魚眼カメラ監視システムを組み合わせることにより、重機周辺の作業員の接近を把握するこ
とを可能にしました。

■業務レベル 実施中

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項

　　　重機周り作業員検知システム「アラウンドウォッチャー」

重機接触災害 作業員検知 危険の見える化

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 鹿島建設㈱

2 記入者 穴井　秀和

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

これまでも重機と作業員の接触事故対策としては電波や超音波を利用したも
のがあったが、乱反射による誤検知や、受信機と作業員の間に他の重機や機
械が入った場合の検知漏れなどの問題があり、トンネルなどの狭い作業空間で
は十分に機能を果たすことは困難であった。これらの問題を解決するため、磁
界を利用したICタグ方式を採用し、魚眼カメラ監視システムを組み合わせること
により、重機周辺の作業員の接近を把握することを可能にした。4 概要

3 技術名称
重機周り作業員検知システム「アラウンドウォッチャー」

➀同種のシステムが複数あると思うが、本機械の特徴、優位性は何か。
→最大10ｍの範囲であれば調整可能。
⑧他社の使用は可能か。
→外販はしていない。
⑨センサーは後付けが可能か。
→後付け可能。
⑩概算費用を教えてほしい。
→外販していない。

7 ヒヤリング項目

6 感想・課題・要望事項

・従来のICタグでは周囲機器のノイズなどにより検知が不安定になっていたが、
改造型のICタグにより不安定性を解消した。

・ICタグを装着した運転手が運転席につくと警報が発せられていたが、運転席
を警報範囲から除外することにより警報がならないようにした。
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　3.12鹿島建設(株)（２）
　　➀アンケート回答

記入会社　： 鹿島建設（株） 記入者　：　穴井　秀和

KEYWORD：

○トンネル坑内においてはGPSが使用できないため工事車両の位置を把握することはできませんが、
　　坑外であれば位置を把握することが可能になります。

以下上記と切り離して考えてください

ICT技術アンケート(トンネル坑内全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年7月31日

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要

　GPS車両運行管理システム「スマートG-Safe」は、ダンプ等の工事車両の運転席横にスマートフォンもしくはタ
ブレット端末を設置し、運行中の速度監視・注意喚起はもとより、工事車両の位置情報の把握や、運行管理者
とドライバーの双方向通信が可能なシステムです。
　これまで現場のニーズに合わせて随時機能向上を図り、狭隘な道路における大型車両同士のすれ違い管理
や土砂等の輸送物管理、出来高管理の自動化機能も付加しています

■業務レベル 実施中

■参考図・写真

　工事車両の位置をGPSにより把握し、車両の現在位置を現場事務所の運行管理画面に地図表示し、ドライ
バー名や積荷を一覧表示できます。また、運行管理者からドライバーに運搬ルートや積み込み場所の変更等を
直接指示することができるとともに、ドライバーからも渋滞情報や積荷の落下等の発見を画面タッチにより簡単
に運行管理者に通報することができます。運行管理者とドライバーとの双方向通信を可能とすることで、道路状
況や交通状況をいち早く把握し、渋滞解消やダンプの運行間隔が平準化され、作業の効率化と安全性向上を
実現します。

　　GPS車両運行管理システム「スマートG-Safe」

安全対策 危険の見える化 選択してください(第3)

■感想・課題・要望事項
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 鹿島建設㈱

2 記入者 穴井　秀和

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

4 概要

　GPS車両運行管理システム「スマートG-Safe」は、ダンプ等の工事車両の運転
席横にスマートフォンもしくはタブレット端末を設置し、運行中の速度監視・注意
喚起はもとより、工事車両の位置情報の把握や、運行管理者とドライバーの双
方向通信が可能なシステムである。
　これまで現場のニーズに合わせて随時機能向上を図り、狭隘な道路における
大型車両同士のすれ違い管理や土砂等の輸送物管理、出来高管理の自動化
機能も付加している。

3 技術名称
GPS車両運行管理システム「スマートG-Safe」

7 ヒヤリング項目

➀商品化されているのか。
→技術提案用社内システムのため商品化していない。
②他のシステムとの違いは何か。本システムの優位性は何か。
→他システムの位置情報更新間隔が1分程度なのに対し、G-Safeの更新時間
は5秒～10秒と非常に短いため、実際に利用できるレベルの「すれ違い管理」
が可能。また、現場ニーズに合わせた最適なカスタマイズが可能。
③トンネル坑内でも使用できる何か別の案はあるか。
→トンネル坑内では、位置の検知はできない（使用できない）。
④他社の使用は可能か。
→外販していない。

6 感想・課題・要望事項

･トンネル坑内においてはGPSが使用できないため工事車両の位置を把握する
ことはできないが、坑外であれば位置を把握することが可能になる。
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　3.13鹿島建設(株)（３）
　　➀アンケート回答

記入会社　： 鹿島建設（株） 記入者　：　穴井　秀和

KEYWORD：

　　太陽光の影響が大きいので、屋内や日陰など太陽光の影響が少ない場所に設置することが望ましい。

以下上記と切り離して考えてください

ICT技術アンケート(トンネル坑内全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年7月31日

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要

　トンネル坑内において作業を行う際には法令により労働者の人数及び氏名を常時確認する措置を講じるよう
定められており、従前は入坑札の反転によって確認してきました。近年ではICタグやPHSを用いた入退場管理が
実用化されていますが大規模現場では人数が多く高価になるため、WEBカメラとカメレオンコードを使用した安
価なシステムにしました。

■業務レベル 実施中

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項

カラーコード（カメレオンコード）を用いた入退場管理システム

安全対策 作業員検知 選択してください(第3)

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 鹿島建設㈱

2 記入者 穴井　秀和

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 実施中

4 概要

トンネル坑内において作業を行う際には法令により労働者の人数及び氏名を
常時確認する措置を講じるよう定められており、従前は入坑札の反転によって
確認してきた。近年ではICタグやPHSを用いた入退場管理が実用化されている
が大規模現場では人数が多く高価になるため、WEBカメラとカメレオンコードを
使用した安価なシステムにした。

3 技術名称
カラーコード（カメレオンコード）を用いた入退場管理システム

7 ヒヤリング項目

➀カメレオンコードとはどのようなものか。
→カラーコード（二次元コード）の一種で、シアン・マゼンダ・イエロー・ブラックを
使った高速・高精度・中距離の複数認識、座標判定が可能なことが特徴の画
像認識の技術である。 接写せずとも画像一部にカメレオンコードを入れて撮影
するだけで認識が可能。RFIDのように電波を発しない画像認識の技術のため
低コストを実現している。電波障害の心配も不要。専用リーダは必要なくスマー
トフォンや市販のパソコンとWebカメラなどで認識できる。コードの印刷も市販の
プリンタで行え、現場事務所でも即座に発行可能なため現場運用の取り回しの
よさが魅力である。
②検知の精度はどのくらいか。
→同じコードを2フレーム連続で認識された場合にデータを取り込むので誤認識
率は0％を実現している。本現場で使用している名刺サイズより一回り小さいサ
イズのコードの場合、約1m~2m以下の距離で認識が可能。
③認識時間はどの程度か。
→認識エンジンによる画像解析そのものは約0.1秒以下となる。ただし、使用す
るカメラの性能（ピントや露光、シャッタースピード、通信速度など）の影響も加わ
り体感速度は0.5秒~1秒程度かかる場合がある。
④入場モニター、退場モニターをそれぞれ必要か。
→手持ちでかざす事例などでは入退モニタを一つとする運用をしているので、
必ずしも入退それぞれのモニタを設置する必要は無い。
⑤従前のものとどのくらいコストダウン可能なのか。
→条件によっても異なるが、工事での試算では約30％のコストダウンが期待さ
れている。

6 感想・課題・要望事項

太陽光の影響が大きいので、屋内や日陰など太陽光の影響が少ない場所に設
置することが望ましい。
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　3.14前田建設工業(株)（１）
　　➀アンケート回答

記入会社　： 前田建設工業(株) 記入者　：　平川　彩織

KEYWORD：

以下上記と切り離して考えてください

骨伝導ヘッドセットを利用して、グループ通話が可能なしくみ

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年10月30日

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

■概要
　骨伝導ヘッドセットは、頭のこめかみなどに音の出る部分を当て、その振動によって骨を震わせて聴覚神経に
伝導させる仕組みを利用したものである。
　土木工事のトンネル坑内においては、防塵マスクの着用が義務付けられている中、切羽削孔中の振動値が
80dB以上の騒音環境下で防音耳栓を着用して作業している。こうした環境において骨伝導ヘッドセットが適用
可能であれば、作業指示や伝達などの会話の質が向上し、高所作業時の乗り出し防止および無駄な移動も省
略されることになり、安全性と生産性の向上に寄与する可能性がある。そこで、本現場では、労務者がヘルメッ
ト、防塵マスク、防音耳栓などを装着した坑内作業環境下で、骨伝導ヘッドセットによるコミュニケーションを試行
している。

■業務レベル 構想段階

■参考図・写真

■感想・課題・要望事項

山岳トンネル現場における骨伝導ヘッドセットの適用

切羽での安全対策 ヒューマンエラー ICT

・骨伝導ヘッドセットを装着することで、騒音時でもクリアに音声が聞こえる。
・坑内は、インターネットなどの通信環境がなくても、従来の無線機器により骨伝導ヘッドセットによるコミュニ
ケーションが可能である。
・トンネル坑内に限らず、その他の騒音作業環境下にも活用できることが予想される。

図 ロックボルト作業時図 骨伝導ヘッドセット装着状況
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 前田建設工業(株)

2 記入者 平川　彩織

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 構想段階

4 概要

骨伝導ヘッドセットは、頭のこめかみなどに音の出る部分を当て、その振動に
よって骨を震わせて聴覚神経に伝導させる仕組みを利用したものである。
　土木工事のトンネル坑内においては、防塵マスクの着用が義務付けられてい
る中、切羽削孔中の振動値が80dB以上の騒音環境下で防音耳栓を着用して
作業している。こうした環境において骨伝導ヘッドセットが適用可能であれば、
作業指示や伝達などの会話の質が向上し、高所作業時の乗り出し防止および
無駄な移動も省略されることになり、安全性と生産性の向上に寄与する可能
性がある。そこで、本現場では、労務者がヘルメット、防塵マスク、防音耳栓な
どを装着した坑内作業環境下で、骨伝導ヘッドセットによるコミュニケーションを
試行している。

3 技術名称
山岳トンネル現場における骨伝導ヘッドセットの適用

7 ヒヤリング項目

➀ジャンボ削孔時でも骨伝導ヘッドセットによる会話は可能か。
→現場試験では使用できている。今後ケースを増やして確認を進める。
②WiFi等の通信環境があれば、骨伝導ヘッドセットによる切羽と事務所とのや
り取りは可能か。
→可能である。
③骨伝導ヘッドセットによる会話の制限距離はどのくらいか。
→通信環境に依存する。
④骨伝導ヘッドセットの使用可能時間はどのくらいか。
→市販品の仕様によるが０．５日程度。
⑤骨伝導ヘッドセットの充電時間はどのくらいか。
→市販品の仕様によるが２～３時間程度。
⑥概算費用を教えてほしい。
→概算５万円/台。

6 感想・課題・要望事項

・骨伝導ヘッドセットを装着することで、騒音時でもクリアに音声が聞こえる。
・坑内は、インターネットなどの通信環境がなくても、従来の無線機器により骨
伝導ヘッドセットによるコミュニケーションが可能である。
・トンネル坑内に限らず、その他の騒音作業環境下にも活用できることが予想
される。
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　3.15前田建設工業(株)（２）
　　➀アンケート回答

記入会社　： 前田建設工業(株) 記入者　：　笹倉　伸晃

KEYWORD：

メール通知仕様

以下上記と切り離して考えてください

本システムは、バックホウへの外付け(後付け)により、既存の市販接近検知システムの警報信号を受信し、
作業員との重機の距離が一定以下（ゾーン1）になった際に、作業員とオペに警報メールを送信し注意喚起を行
う。また、さらに作業員と重機の距離が近づき、その距離がゾーン2となった際は、メールの送信とともに重機を
自動停止(電気的制御)するものである。
接近事象、自動停止機能On-Off、エンジン始動・停止記録は、ストレージにログとして蓄積され、事象データ等
は、後日ダウンロード可能であり、安全教育等にも利用可能である。

■業務レベル 研究段階

■参考図・写真

ICT技術アンケート(トンネル工事全般に係わる安全技術)
記入日　：　2019年10月30日

・画像系の市販センサーの場合は、メールに加え、検知した画像の送信も可能となれば、より安全意識の向上に
つなる

JCMA 機械部会 トンネル機械技術委員会

・市販センサー数機種で、システムコントローラーの動作確認済みである。
・メールの送信頻度は、センサーの検知精度に依存するため、市販センサーの検知精度が悪い場合は、頻繁に
メールが送信される。
・安全管理上、必要な通知方法を改良中。ログデータの見えるかによる安全教育資料への適用を検討中。

重機に設置するシステムコントローラー

システム概要

■感想・課題・要望事項

■他社製品への要望、その他（こんなのがあったら...等なんでも）

重機接触防止システム

周囲監視 作業員検知 ICT
■概要
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　②ヒヤリング結果

1 会社名 前田建設工業(株)

2 記入者 笹倉　伸晃

5 業務ﾚﾍﾞﾙ 研究段階

3 技術名称
重機接触防止システム

4 概要

本システムは、バックホウへの外付け(後付け)により、既存の市販接近検知シ
ステムの警報信号を受信し、
作業員との重機の距離が一定以下（ゾーン1）になった際に、作業員とオペに警
報メールを送信し注意喚起を行う。また、さらに作業員と重機の距離が近づ
き、その距離がゾーン2となった際は、メールの送信とともに重機を自動停止
(電気的制御)するものである。
接近事象、自動停止機能On-Off、エンジン始動・停止記録は、ストレージにロ
グとして蓄積され、事象データ等は、後日ダウンロード可能であり、安全教育等
にも利用可能である。

6 感想・課題・要望事項

・市販センサー数機種で、システムコントローラーの動作確認済みである。
・メールの送信頻度は、センサーの検知精度に依存するため、市販センサーの
検知精度が悪い場合は、頻繁にメールが送信される。
・安全管理上、必要な通知方法を改良中。ログデータの見えるかによる安全教
育資料への適用を検討中。

7 ヒヤリング項目

➀自動停止後の復旧方法は。
→自動停止機能等は利用するシステムに依存するので使用する検出機器、製
品毎に確認してほしい。
②信頼性はどの程度か。誤認識による自動停止はないか。
→同上
③他社での使用は可能か。
→現在考えていない。
④概算費用を教えてほしい。
→販売することは、現在考えていない。システムそのものは数１０万円レベル。
と想定している。
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４．おわりに 

本年度のテーマである「重機と作業員の接触防止分野でのＩＣＴ技術」に関するアンケ

ートにご多忙中にも関わらず、貴重な情報の提供ならびにヒアリングにご協力いただきま

してありがとうございました。 

重機と作業員の接触事故は死亡災害の主要な原因の一つとなっており、不安全行動等に

より接触事故が発生するリスクはいまだに高い状況です。そのような中、各社リスク低減

のためＩＣＴ技術を含め当該技術を開発されているところだと推察します。今回のアンケ

ート項目自体少なく、すべてを網羅しているわけではありませんが、トンネル機械施工時

の安全性・生産性の向上に寄与すれば幸甚です。 

本委員会としては、今後も色々なご意見をいただきながらトンネル機械および関連技術

の動向を調査し活動する所存です。引き続き、ご協力のほどよろしくお願いします。 

以上 
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関連資料

　（１）資料一覧表

ＮＯ アンケート回答企業 技術名称 資料名称 ページ数

2 (株)カナモト
死角を視界に変える接触防止システム
（ナクシデント）

ナクシデント カタログ 1

3 (株)熊谷組 軌道装置坑内運行管理システム
ワイヤレスアクセスポイント
AP-56W

2

4 五洋建設(株)
自社クラウド（i-PentaCOL）を用いたダ
ンプトラックの運行管理システム

市川土壌再利用センタ
(汚染土壌中間処理施設)
パンフレット

3

5
トンネル覆工コンクリートモニタリングシス
テム

トンネル覆工コンクリートモニタ
リングシステム「T-iMonitor
Tunnel Concrete」を開発

2

6
コンクリート吹付作業の遠隔操作技術
「T-iROBO Remote Shotcreting」を開発

コンクリート吹付作業の遠隔操
作技術

1

8 (株)アクティオ ブラクステール ブラクステール カタログ 2

9 (株)流機エンジニアリング 発破飛石防止カーテン 発破セーフネットの開発 8

合計枚数 19

大成建設(株)
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建機の後方にデプスカメ
ラを設置。奥行きも含め
た3D情報を取得する深度センサーによっ
て対象との距離を認識し、正確な空間把握
を実現します。

ＡＩによる物体認識機能
カメラから送信された画像に何が写って
いるかをＡＩが自動認識。人を検出し、セ
ンサー範囲内に入ると回転灯や接近ア
ラームで報知し、建機の機能を停止させ
ます。

空間を3Dで捉えるデプスカメラ

株式会社カナモト

〒105 - 0012 東京都港区芝大門１丁目７番地７
　　　　　　浜松町Kビル４階 
TEL 03 - 5408 - 5605   FAX 03 - 3431- 6730

ニュープロダクツ室

カメラの視野角イメージ

システム概要

PC Box C Box 数秒後（調整可能）

回転灯
（オプション）

警報音
（オプション） 作業員がセンサー範囲外に出て、危険回避

と判断されれば自動的に復帰

デプスカメラ

安全レバーをロックし、建機を完全停止
（作業員がセンサー範囲内にいる間は停止状態を継続）

［画面の囲み線：黄色（注意）→赤色（停止）］

※本システムはブルドーザーやタイヤローラーにも取付可能です。

YouTubeで動画公開中！

アクシデンアクシデン
トをトを

未然に防未然に防ぐ
!アクシデン

トを

未然に防ぐ
!

センサー範囲内に人を検知すると
建機の操作を強制停止

AIが対象を認識し、モニターに
色違いの囲み線で表示

センサー範囲
（任意で調整可能）

ナクシデントナクシデントナクシデントナクシデント
死角を視界に変える接触防止システム死角を視界に変える接触防止システム

深度センサーによって3D情報を取得するデプスカメラ、A Iによる物体認識機能などの
先端技術を駆使し、バックホー、重ダンプ、タイヤショベル等使用時の “後方未確認による
事故”を未然に防止する「ナクシデント」。センサー範囲内に人を検知すると、強制的に停
止させる接触防止システム（特許出願中）です。

※重ダンプおよびタイヤショベルの場合、機種によってブレーキ
システムが変わります。
※基本的には電動アクチュエーターで機械的・強制的にブレーキ
を制動させるものですが、機種によってはアクセルも強制的に
戻すシステムが必要となります。

※両重機とも積載物のある状態で移動した場合、走り方によっては
ピッチングが発生し、ナクシデントの検知が遠くなったり短く
なったりします。
※当システムは、すべての環境下で動作するものではありません
ので、十分に注意した運転を心がけてください。
※当システムの動作不良によって発生した事故等の責任は負い
かねます。

広範囲をカバーする高性能カメラによって、
死角が視界に変わる!

バックホー

カメラを建機後方に設置し、広範な視野角を確保。死角がほぼなくなり、安全性が大幅に
向上します。また、カメラ視野角は現場環境に合わせて調整可能です。

※カメラによる画像解析では、電波を使用しないため混信などの障害は発生しません

手だけ、脚だけでも「人」として 
認識する高精度なセンサーシステム

AIが対象を認識し、モニターに
色違いの囲み線で表示

画像に写るものを「人」と「物」に分けて認識し、
モニターにそれぞれを色分けした囲み線で
表示します。

画面のようにパネルで上半身が隠れ、たとえ
脚だけしか見えなくても「人」として認識し、建
機を自動停止。AIによる高い認識性も大きな
特長です。

センサー範囲内に人を検知すると
建機の操作を強制停止

対象との距離を正確に計測し、人（作業員）
がセンサー範囲内に入ると赤い囲み線で表示
すると同時に回転灯と警報音で知らせ、完全
停止させます。

●視野角はカメラの取付位置を調整することで、自由に設
定可能です。
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後方自動停止システム（重ダンプ・タイヤショベル等）のイメージ 

●重ダンプ、タイヤショベルの場合は後進のため、カメラ１台
で十分な視野角を確保できます。

●さらに走行エリア外を検知範囲から除外することで、無駄な
誤作動などを排しています。
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お問い合わせ サイトマップ English

サービス・ソリューション 実績紹介

企業情報

トンネル覆⼯コンクリートモニタリングシステム｢T-iMonitor Tunnel Concrete｣
を開発

センサー情報を⼀元管理し、打設状況の⾒える化と更なる品質向上を実現

2019年7⽉2⽇
⼤成建設株式会社
岐⾩⼯業株式会社

 ⼤成建設株式会社（社⻑︓村⽥誉之）と岐⾩⼯業株式会社（社⻑︓宗像国義）は共同で、鋼製移動式型枠（以下、セントル）に設置した温度、圧⼒などの各種セン
サーを⽤いて⼭岳トンネル覆⼯コンクリートの打設状況をリアルタイムに把握し、計測データを⾃動で記録するモニタリングシステム「T-iMonitor Tunnel Concrete」
を開発しました。本システムの適⽤により、各種センサーで得られた情報を⼀元管理し、覆⼯コンクリートの打設状況の「⾒える化」と、更なる品質向上を実現するこ
とが可能となります。

 ⼭岳トンネル⼯事では、トンネル壁⾯の仕上げで⾏う覆⼯コンクリート打設作業(図1参照)において、材料分離を発⽣させず、空隙が残らないようコンクリートを型枠
内に充填して締固める必要があり、覆⼯コンクリートの打設状況を常に管理しながら確実に施⼯することが重要です。しかし、現状では、施⼯管理担当者がセントルに
設置されている打設窓から目視により打設状況を確認しており、すべての打設箇所の確認は困難でした。さらに、施⼯時の打設⾼さなど打設履歴情報が紙に記録されて
いるため、記録整理や帳票作成などの施⼯管理業務に時間を要することや、関係者間での情報共有が困難などの課題がありました。

 そこで、当社と岐⾩⼯業は、これらの課題解決のため、セントルに設置した多数のセンサーから得られた情報を⼀元管理し、打設状況の⾒える化を図り、さらに計測
データを記録・分析し、今後の打設に活⽤することで覆⼯コンクリートの更なる品質向上を実現するモニタリングシステム｢T-iMonitor Tunnel Concrete｣を開発しまし
た。また、本システムを当社施⼯の道路トンネル⼯事（岩⼿県宮古市 国道１０６号磯鶏地区道路⼯事）に適⽤し、その性能を実証しました。

「T-iMonitor Tunnel Concrete」の特徴は以下のとおりです。

 今後、当社は、トンネル覆⼯の施⼯状況に合わせて本システムの機能や仕様などに改良を加えながら、⼭岳トンネル⼯事現場に積極的に展開し､更なるトンネル覆⼯コ
ンクリートの品質向上を図ってまいります。

図1 覆⼯コンクリート打設作業 図2 各種センサー配置展開図

⼤成建設について 株主・投資家情報 CSR 採⽤情報

ホーム 企業情報/ What's New/ 2019年度/ トンネル覆⼯コンクリートモニタリングシステム｢T-iMonitor Tunnel Concrete｣を開発/

センサー情報を⼀元管理し、打設状況を⾒える化（図2、図3参照）
 本システムは、感知センサー（合計161箇所）で計測した打設⾼さ、温度センサー（合計15箇所）による打設中および打設後のコンクリート温度、および圧⼒
センサー(合計15箇所)によるセントル⾯板に作⽤する荷重の情報をリアルタイムに取得・⼀元管理し、モニター画⾯で打設状況を⾒える化します。また、品質管
理のため、⾚外線センサーで⾃動的に感知した打設時のコンクリートミキサー⾞の位置を同時に記録することにより、どの⾞両から供給されたコンクリートがト
ンネルのどの部分に打設されたかを確認することが可能となります。

（1）

施⼯中の覆⼯コンクリート品質管理に活⽤
 施⼯時の各種センサーの計測データは⾃動で記録されるため、以下に⽰す覆⼯コンクリート品質管理に活⽤することができます。 

 また、これらのデータは常に現場打設作業にフィードバックが可能であり、覆⼯コンクリートの更なる品質向上に貢献できます。

（2）

打設中、打設後の覆⼯コンクリートの温度データから算出した積算温度に基づくコンクリート強度の推定

セントル⾯板に作⽤する荷重の常時監視による打設速度管理や天端部での充填状況確認

施⼯管理業務を省⼒化
 本システムでは、各種センサーにより計測されたデータが⾃動的にクラウド上に記録されるため、煩雑であった施⼯管理業務の省⼒化と情報共有化につながり
ます。

（3）

計測データを維持管理・補修に有効活⽤
 トンネル供⽤後の維持管理・補修において、経年劣化による⻲裂や剥離などが発⽣した際に、本システムにより記録・分析された計測データに基づき、要因分
析を⾏い、その対策を策定するなど有効活⽤することができます。

（4）

Page 1 of 2トンネル覆工コンクリートモニタリングシステム｢T-iMonitor Tunnel Concrete｣を開発 | 201...
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図3 覆⼯コンクリート打設時のモニタリングシステム画⾯

サービス・ソリューション
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海外進出

物流

実績紹介

⼤成建設の技術

企業情報
⼤成建設について

株主・投資家情報

CSR

採⽤情報

ニュースリリース

協⼒会社（倉友会）採⽤情報

サイトマップ
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⼀覧へ戻る
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お問い合わせ サイトマップ English

サービス・ソリューション 実績紹介

企業情報

コンクリート吹付作業の遠隔操作技術「T-iROBO® Remote Shotcreting」を開
発

⼭岳トンネル⼯事での吹付作業の安全性向上と環境改善を実現

2019年7⽉17⽇
⼤成建設株式会社

 ⼤成建設株式会社（社⻑︓村⽥誉之）は、⼭岳トンネル⼯事において、切⽻（掘削⾯）でのコンクリート吹付作業に使⽤する遠隔操作技術「T-iROBO Remote 
Shotcreting」を開発しました。本技術の適⽤により、吹付作業の安全性向上と環境改善を実現することが可能となります。

 ⼭岳トンネル⼯事における従来のコンクリート吹付作業では、操作者が切⽻近くに⽴ち、切⽻への吹付仕上りの状況を目視で確認しながら、吹付機をリモコンで操作
していました。そのため、操作者は切⽻からの⼟砂の崩落、吹付材の跳ね返り等による危険性やコンクリート吹付で発⽣する粉塵の影響などで作業効率が低下する可能
性がありました。
 また、厚⽣労働省は「⼭岳トンネル⼯事の切⽻における肌落ち災害防⽌対策に係るガイドライン」 （平成３０年１⽉１８⽇改正）において、切⽻への作業員の⽴⼊
りを制限し、切⽻近くでの作業を可能な限り機械化する⽅策の検討を推進しています。

 そこで、当社は、⼭岳トンネル⼯事での作業の安全性向上と環境改善を図るため、2016年に開発済みの遠隔操作システム「T-iROBO Remote Viewer」 を応⽤し、
コンクリート吹付作業に適⽤した遠隔操作技術「T-iROBO Remote Shotcreting」を開発しました。また、本技術を実際の⼭岳トンネル⼯事（南⼭造成 読売ランド線
トンネル築造⼯事）での吹付作業で実証し、ＨＭＤを⽤いた遠隔操作による吹付作業を安全かつ効率的に実施できることを確認しました。

「T-iROBO Remote Shotcreting」の特徴は以下のとおりです。

 今後、当社では、本技術を全国の⼭岳トンネル⼯事に展開し、改良を進めながら、吹付作業における安全性向上と切⽻での無⼈化施⼯を進めてまいります。

写真1 本技術の装置構成 写真2 HMD装着時の吹付作業状況

⼤成建設について 株主・投資家情報 CSR 採⽤情報

ホーム 企業情報/ What's New/ 2019年度/ コンクリート吹付作業の遠隔操作技術「T-iROBO® Remote Shotcreting」を開発/

※1

※2

本装置は、ＨＭＤ（ヘッドマウントディスプレイ）、⿂眼レンズ付きカメラ2台、カメラボックス、カメラボックスが移動可能な⾛⾏レールおよびLED投光器で
構成されています。⿂眼レンズ付きカメラは、粉塵・吹付材の付着を防ぎ、視認性の向上を図るため、カメラボックス内部に設置しました。（写真1参照）本装
置⼀式があれば、吹付機⾃体の改造や装備追加などを⾏う必要がありません。

（1）

⿂眼レンズの採⽤により、超広角の画像を取得でき、カメラの向きを頻繁に変える必要がありません。また、切⽻左右への吹付け作業では、カメラボックスと
LED投光器を⼀体化してレール上を移動できるため、吹付⽅向の切替えが容易に⾏えます。

（2）

ＨＭＤと⿂眼レンズ付きカメラ2台の組合せによって、吹付機操作者は切⽻から⼗分離れた位置で、切⽻近くに居るような遠近感・臨場感を持って吹付作業を⾏
うことが可能となり、通常のカメラ単体では困難な吹付厚さの管理を⾏えます。（写真2参照）

（3）

吹付機操作者は、座った姿勢での遠隔操作が可能となるため、操作者の⾝体的負担が軽減されるとともに、作業効率の向上が⾒込まれます。（4）

厚⽣労働省ガイドライン︓「⼭岳トンネル⼯事の切⽻における肌落ち災害防⽌対策に係るガイドライン」（平成３０年１⽉１８⽇改正）において、｢事業者は、肌落ちによる労働災害を防⽌するため､切
⽻への労働者の⽴⼊りを原則として禁⽌し､真に必要のある場合のみ⽴ち⼊らせるようにすること｡また､この措置を実効性のあるものとするために､〜中略〜作業等の完全な機械化等を積極的に進めるこ
と｣と指導している。

※1

T-iROBO Remote Viewer︓臨場型遠隔映像システム。2台の⿂眼カメラにより超広角映像を取得し、安全な操縦場所まで映像を伝送(無線 or 有線)し、パソコンを介してHMDに表⽰させて現地の映像
を確認する。操縦する際、操縦者が頭を上下左右に動かすとHMD に表⽰される映像も同期して上下左右に変化するため、重機の周囲状況を容易に把握することができる。また、視差をもった2 つの映
像をHMDに表⽰させることで操縦者は視差映像から遠近感を得ることができる。

※2

⼀覧へ戻る

Page 1 of 2コンクリート吹付作業の遠隔操作技術「T-iROBO® Remote Shotcreting」を開発 | 2019年...
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御用命は

http://www.aktio.co.jp

●本機は建設機械と歩行者・作業者の接近を検知。
人とその他障害物を区別して警報を出せる最先端
インテリジェントカメラシステムです。

●人（歩行者・作業者）へ危険がある場合のみ警報。
運転席内のモニターにアラート表示・警告灯が作動お知らせ

●厳しい現場環境でも安心

IP69Kの防塵・防水仕様、耐衝撃50G

●現場環境にあわせて検知範囲を自由に設定可能

●バックホウ、フォークリフトなど建設機械に取付可能

※本商品は安全補助装置であり、安全を保証するものではありません。 総輸入元： エウレカ株式会社

概要イメージ図

■障害物を検知した場合
※緑色の枠が表示されます。

■人を検知した場合
※赤色の枠が表示され、警告灯が点灯し、警告音が鳴ります。

モニター画面例

使用用途

●産業用車両や建機オペレーター
死角部へのバックセンサ・バックモニターに。

●トンネル坑内・夜間現場などの暗所に。
（トンネル坑内用をご指定下さい）

【機器概要】
センサ検知範囲内に人（歩行者・作業員）が入った場合
キャビン内のモニターがアラーム（警告）が表示されて
同時に警告灯が作動して、危険をお知らせします。
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御用命は

http://www.aktio.co.jp

●センサーヘッドカメラ（標準カラー映像）*1台
（取付ベース、ヘビーデューティフード付）

●センサーヘッド接続ケーブル標準10ｍ*1本

●プロセッシング・ユニット*1 ●電源ケーブル*1

●防塵防水ディスプレイ*1台
（接続ケーブル・取付金具）

●警告用ブザー+LEDランプセット

●取扱説明書 ・ 注意事項カード
●取付ブラケット

ＥＧ通信計測部／東京都江東区新砂３－６－４１東京ＤＬセンター内センター棟３階
TEL:03-6666-2329  FAX:03-6666-2536

商品コード RL5 T0601 001

呼称 屋外ステレオカメラ

メーカー エウレカ

型式 トンネル坑内用blaxtairMR90_ver3

電源電圧（V） DC12～24

消費電力（Ｗ） ＭＲ90：40 アクセサリ電源：1

検出方式 3Dステレオカメラによる画像認識技術

最大検出距離（ｍ） 奥行き：0.3～6 幅：4

検出範囲設定 カメラ毎:２（120° 0.3～6ｍ間内）

水平視野角（°） 128

検出角度（°） 120× 90

設置高さ（ｍ） 1.3～2.4

検知位置特定精度（cm） ±20～50

応答時間 0.2～0.8秒

起動時間 30～70秒

保護構造 センサヘッド：IP69K ユニット：IP67

使用温度(℃） センサヘッド：-40～75
ユニット：-10～40 モニタ：-30～85

使用照度（Lux） 20～80.000

インターフェース USB

センサ寸法(W×D×H） 262×122×133mm (フード付) 

ユニット寸法(W×D×H) 233×202×92mm（コネクタ部含まず）

質量 センサ／ユニット 3.71g(フード付)／約5kg

付属品 センサーヘッドカメラ/取付ベース/フー
ド*1、接続ケーブル10m*1/ 防塵防⽔
ディスプレイ/ユニット

人（歩行者・作業者）と
その他障害物を見分けて検知

※視野角内に人体の一部のみしか映っ
ていない場合や身長・姿勢により、
人と認識できない場合があります。

障害物全てを検知 警報
※検知範囲はカメラ毎に設定できます。

【油圧ショベルの場合】
ブラクステールMR90 2セット

【フォークリフトの場合】
ブラクステールMR90 1セット

検知範囲の設定は、Ａ、Ｂとも、カメラの視野角120度内0.3m～6mの間で自由に設定できます。検知範囲の設定例

商品セット内容 仕様

※検知されにくいは下図のような姿勢や身長140cm未満の方となります。
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発破セーフネットの開発

株式会社流機エンジニアリング

坑内写真 1
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坑内写真 2

坑内写真 3
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• 山岳トンネル工事において約75％が発破を用いた｢発破工法｣
で掘削工事がおこなわれています。国内では年間約150もの
現場で｢発破施工｣を用いた工事が施工されています。

• 発破による飛石の状況は、岩盤の強度・爆薬の種類・薬両・
装薬長により大きくかわりますが、標準的な硬岩発破では切
羽から坑口方向50～60ｍまで石の飛散があります。

• 発破飛石は｢芯抜き｣での坑口方向への破砕や｢天端払い｣など
高所からの飛び石の影響が大きく、切羽から15m付近では｢人
頭大｣、30m付近では｢こぶし大｣の大きさがあります。

• これら発破飛石による被害を防ぐため、工事機械や機器の退
避が必要となり次のような課題があります。

発破工法の現状

発破工法における課題

• 発破の度に照明器具・ケーブルの移動が発生してしまう。

• 切羽～自走式クラッシャ間は50m以上離れるため、ずり積込機
(ショベルローダ)の移動距離が長くなりずり処理作業が長くなる。

• ショベルローダの燃料費など余計な費用が発生する。

• ショベルローダはバックでの走行となる場合もあり、接触事故等
のリスクがある。

• これまでも飛石対策の製品が開発されているが、発破衝撃を一身
に受け損傷が多い、換気を遮断してしまう、切羽進行に合わせて
の移設が繁雑、費用が高価等の課題がある。
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当社では発破工法の課題を解決するため、

発破飛石に対しての強靭性を保ち、換気も妨げず、

切羽進行に合わせての移設が容易にできることを目指した

｢発破セーフネット｣ の開発に取り組んでいます。

発破セーフネット特徴

• 切羽から10m以内に接近することができる。

• カーテンは耐水性高強度な耐切創性繊維での網目構造としているため、石を受
けとめる際は網目の形状が変化し立体的にしなり衝撃を吸収しつつ落下させる
ことができる。

• 網目構造としているため、爆風を逃がしなおかつ、換気のＰＵＳＨ／ＰＵＬＬ
も妨げない。

• カーテンを開くことで通行帯を大きくとれ、吹付機、ドリルジャンボ、重ダン
プ積込機などの妨げにならない。

• 当社｢吸引ダクトシステム｣のレールを利用できるため移動が容易で省力化でき
る。

• 照明器具の固定化ができ、照度も大きく取ることができる。

• バルーン方式に較べ、圧倒的に安く操作性がよい。
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