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北陸新幹線九頭竜川橋りょう
全国初の新幹線と道路の併用橋として
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1 商品名
日本建設機械要覧2019

電子書籍（PDF）版
建設機械スペック一覧表、

電子書籍（PDF）版

2 形態 電子書籍（PDF） 電子書籍（PDF）

3 閲覧
Web上で閲覧

パソコン、タブレット、
スマートフォンからアクセス

Web上で閲覧
パソコン、タブレット、

スマートフォンからアクセス

4 内容 要覧全頁 spec一覧表

5 改訂 3年毎 3年毎

6 新機種情報 要覧クラブで対応 要覧クラブで対応

7 検索機能 1.単語検索 1.単語検索

8

附属機能
注）タブレット・ス

マートフォンは、
一部機能が使え
ません。

・しおり　・拡大・縮小　・付箋機能 
・ペン機能　・目次からのリンク　・各
章ごと目次からのリンク　・索引からの
リンク　・メーカHPへのリンク

・しおり　・拡大・縮小　・付箋機能 
・ペン機能　・メーカHPへのリンク

9
予定販売
価格

（円・税込）

会員 54,000（3年間） 48,600（3年間）

非会員 64,800（3年間） 59,400（3年間）

10 利用期間 3年間 3年間

11 同時ログイン 3台 3台

12 認証方法 ID＋パスワード ID＋パスワード

13 購入方法 WEB上にて申込み（HP参照下さい） WEB上にて申込み（HP参照下さい）

お問合せ先：業務部　鈴木英隆　TEL：03-3433-1501　E-mail：suzuki@jcmanet.or.jp

令和元年6月

一般社団法人日本建設機械施工協会

　当協会では、国内における建設機械を網羅した『日本建設機械要覧』を2019年3月に刊行し、現場技術者の

工事計画の立案、積算、機械技術者の建設機械のデータ収集等に活用頂き、好評を頂いております。

　このたびこの建設機械要覧に関して更に便利に活用いただくよう新たに次の2種類の電子書籍（PDF）版を発

売いたしますので、ここにご案内申し上げます。

　是非とも活用いただきたく、お願い申し上げます。

発売時期

令和元年5月　HP：http://www.jcmanet.or.jp/

Webサイト　要覧クラブ

　2019年版日本建設機械要覧およびスペック一覧表電

子書籍（PDF）版購入の方への特典として、当協会が運

営するWebサイト（要覧クラブ）上において2001年版

から、2016年版日本建設機械要覧のPDF版が閲覧及び

ダウンロードできます。これによって2019年版を含め

ると1998年から2018年までの建設機械データが活用

いただけます。

　また、同じ要覧クラブ上で新機種情報も閲覧およびダ

ウンロードできます。

様々な環境で閲覧できます。

タブレット、スマートフォンで外出先でもデータ

にアクセスできます。

2019年版

日本建設機械要覧電子書籍（PDF）版
発売通知
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　本協会では、国内における建設機械の実態を網羅した『日本建設機械要覧』を1950
年より3年ごとに刊行し、現場技術者の工事計画の立案、積算、機械技術者の建設機械の
データ収集等に活用頂き、好評を頂いております。
　本書は、専門家で構成する編集委員会の審査に基づき、良好な使用実績を示した国産
および輸入の各種建設機械、作業船、工事用機械等を選択して写真、図面等のほか、主
要緒元、性能、特長等の技術的事項、データを網羅しております。購読者の方々には欠
かすことのできない実務必携書となるものと確信しております。

　2019年版日本建設機械要覧購入の方への特典として、当協会が運営するWebサイト
（要覧クラブ）上において2001年版から2016年版までの全ての日本建設機械要覧の
PDF版が閲覧及びダウンロードできます。これによって2019年版を含めると1998年か
ら2018年までの建設機械データが活用いただけます。
 なお同じ要覧クラブ上で2019年版要覧以降発売された新機種情報もご覧いただけます。

・B5判、約1,276頁／写真、図面多数／表紙特製

・2016年版より外観を大幅に刷新しました。

2019年版

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　52,920円（本体49,000円）

会員価格　44,280円（本体41,000円）

（注）送料は1冊900円（複数冊の場合別途）

価　　格（消費税8％含む）
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一般社団法人日本建設機械施工協会　発行図書一覧表（令和元年 8月現在）

№ 発行年月 図　　　　書　　　　名 一般価格
（税込）

会員価格
（税込） 送料

 1 R 元年 6月 日本建設機械要覧 2019 年電子書籍（PDF）版 64,800 54,000 －
  2 R 元年 6月 建設機械スペック一覧表 2019 年電子書籍（PDF）版 59,400 48,600 －
  3 R 元年 5月 橋梁架設工事の積算　令和元年度版 10,800 9,180 900
  4 R 元年 5月 令和元年度版　建設機械等損料表 8,640 7,344 700
  5 H31 年 3 月 日本建設機械要覧　2019 年版 52,920 44,280 900
  6 H30 年 8 月 消融雪設備点検・整備ハンドブック 12,960 10,800 700
  7 H30 年 5 月 よくわかる建設機械と損料  2018 6,480 5,508 700
  8 H30 年 5 月 大口径岩盤削孔工法の積算　平成 30 年度版 6,480 5,508 700
  9 H30 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 30 年度版 10,800 9,180 900
10 H29 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 29 年度版 10,800 9,180 900
11 H29 年 4 月 平成 29 年度版　建設機械等損料表 8,640 7,344 700
12 H29 年 4 月 ICTを活用した建設技術（情報化施工） 1,296 1,080 700
13 H28 年 9 月 道路除雪オペレータの手引 3,780 3,402 700
14 H28 年 5 月 よくわかる建設機械と損料 2016 6,480 5,508 700
15 H28 年 5 月 大口径岩盤削孔工法の積算　平成 28 年度版 6,480 5,508 700
16 H28 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 28 年度版 10,800 9,180 900
17 H28 年 5 月 平成 28 年度版　建設機械等損料表※ 8,640 7,344 900
18 H28 年 3 月 日本建設機械要覧　2016 年版 52,920 44,280 900
19 H26 年 3 月 情報化施工デジタルガイドブック【DVD版】 2,160 1,944 250
20 H25 年 6 月 機械除草安全作業の手引き 972 864 700
21 H23 年 4 月 建設機械施工ハンドブック　（改訂 4版） 6,480 5,502 700
22 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷　　 3,240 250
23 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷【CD】 3,240 700
24 H22 年 7 月 情報化施工の実務 2,160 1,851 700
25 H21 年 11 月 情報化施工ガイドブック 2009 2,376 2,160 700
26 H20 年 6 月 写真でたどる建設機械 200 年 3,024 2,560 700
27 H19 年 12 月 除雪機械技術ハンドブック 3,086 700
28 H18 年 2 月 建設機械施工安全技術指針・指針本文とその解説 3,456 2,880 250
29 H17 年 9 月 建設機械ポケットブック　（除雪機械編）※ 1,029 250
30 H16 年 12 月 2005 「除雪・防雪ハンドブック」 （除雪編）※ 5,142 250
31 H15 年 7 月 建設施工における地球温暖化対策の手引き　 1,620 1,512 700
32 H15 年 6 月 道路機械設備 遠隔操作監視技術マニュアル（案） 1,944 700
33 H15 年 6 月 機械設備点検整備共通仕様書（案）・機械設備点検整備特記仕様書作成要領（案） 1,944 700
34 H15 年 6 月 地球温暖化対策　省エネ運転マニュアル 540 250
35 H13 年 2 月 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第 3版） 6,480 6,048 700
36 H12 年 3 月 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル（第 2版） 2,675 2,366 700
37 H11 年 10 月 機械工事施工ハンドブック　平成 11 年度版 8,208 700
38 H11 年 5 月 建設機械化の 50 年 4,320 700
39 H11 年 4 月 建設機械図鑑 2,700 700
40 H10 年 3 月 大型建設機械の分解輸送マニュアル※ 3,888 3,456 250
41 H9 年 5 月 建設機械用語集 2,160 1,944 700
42 H6 年 8 月 ジオスペースの開発と建設機械 8,229 7,714 700
43 H6 年 4 月 建設作業振動対策マニュアル 6,172 5,554 700
44 H3 年 4 月 最近の軟弱地盤工法と施工例 10,079 9,565 700
45 Ｓ 63 年 3 月 新編　防雪工学ハンドブック【POD版】 10,800 9,720 700
46 Ｓ 60 年 1 月 建設工事に伴う濁水対策ハンドブック※ 6,480 250
47 建設機械履歴簿 411 250

48 毎月　25 日 建設機械施工【H25.6 月号より図書名変更】 864 777 700
定期購読料　年12冊　9,252円（税・送料込）

購入のお申し込みは当協会HP　http://www.jcmanet.or.jp の出版図書欄の「ご購入方法」の「図書購入申込書」をプリン
トアウトし，必要事項を記入してお申し込みください。
※については当協会HP　http://www.jcmanet.or.jp の出版図書欄を参照下さい。

消費税 8％
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11 新技術によりシールド工法と SENS の併用を実現
相鉄・東急直通線，羽沢トンネル
金子　伸生　� 鉄道建設・運輸施設整備支援機構　東京支社　新横浜鉄道建設所長

16 今年度の鉄道建設業務と九州新幹線（武雄温泉－長崎間）の
駅デザイン
藤田　航平　� 鉄道建設・運輸施設整備支援機構　設備部　建築課

22 日本の ODA で建設が進む，ホーチミン市都市鉄道 1 号線
石原　義之　�日本工営㈱　コンサルタント海外事業本部　鉄道事業部　鉄道技術部　課長

29 ミャンマー国ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業スタート
長澤　一秀　�㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル　技術本部　理事
ユインヨンラッタナクル・ナレントーン　��㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル　軌道交通事業部 

軌道交通技術第一部　副部長
菊入　　崇　�㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル　軌道交通事業部　軌道交通計画部　課長

37 高輪ゲートウェイ駅新設工事
牧野　俊司　�東日本旅客鉄道㈱　東京工事事務所　品川プロジェクトセンター（建築担当）　課長
田中　　大　�東日本旅客鉄道㈱　東京工事事務所　品川プロジェクトセンター（土木担当）　課長
小倉　　徹　�東日本旅客鉄道㈱　東京工事事務所　機械プロジェクト推進センター　センター長

43 東海道新幹線における土木構造物の維持管理および大規模改
修による予防保全
丸山　真一　�東海旅客鉄道㈱　新幹線鉄道事業本部　施設部　工事課　課長代理

48 メンテナンスの革新
レール探傷車による探傷検査技術の向上
小林　貴瑠　�西日本旅客鉄道㈱　施設部　保線課（企画）　課員
村上　邦宏　�㈱レールテック　軌道事業部　機械部　技術リーダー

53 北陸新幹線九頭竜川橋りょうの施工
新幹線と道路の併用橋として下部工が一体となった構造
平田　惣一　�鉄建・安部日鋼・清水組 JV 
畠中　　保　�鉄建建設㈱
山本　　淳　�鉄建建設㈱

59 営業線直下における 4 線地下式の線増連続立体交差化工事
村上　達也　�大成建設㈱　東京支店　小田急下北沢作業所　作業所長
尾関　孝人　�大成建設㈱　土木本部土木設計部　都市土木設計室　課長
熊谷　　翼　�大成建設㈱　土木本部土木設計部　都市土木設計室　課長代理

66 渋谷駅改良工事にストランド場所打ち杭工法を採用
鈴木　健一　�東日本旅客鉄道㈱　東京工事事務所　工事管理室　主席
堀田　智弘　�東日本旅客鉄道㈱　東京工事事務所　渋谷プロジェクトセンター　補佐
山野辺慎一　�鹿島建設㈱　技術研究所　土木構造グループ　担当部長

73 鉄道工事に利用される軌陸機械
貝吹　　務　�サコス㈱　鉄道営業部　部長

78 地震検知から最短 1 秒で警報出力 
地震時に迅速に列車を減速・停止させる
岩田　直泰　�公益財団法人鉄道総合技術研究所　鉄道地震工学研究センター　地震解析　室長
是永　将宏　�公益財団法人鉄道総合技術研究所　鉄道地震工学研究センター　地震解析　主任研究員
山本　俊六　�公益財団法人鉄道総合技術研究所　鉄道地震工学研究センター　研究センター長
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◇表紙写真説明◇

北陸新幹線九頭竜川橋りょう 
全国初の新幹線と道路の併用橋として下部工一体構造の橋りょう

写真提供：鉄建建設㈱

福井県福井市の九頭竜川に架かる北陸新幹線橋りょう。
九頭竜川橋りょうは，全国初となる新幹線と道路（県道福井森田丸岡線）の併用橋として下部工が一

体となった構造である。下部工は，ニューマチックケーソン工法により施工を行い，上部工はワーゲン
による張出し架設工法にて施工を行った。

ケーソン基礎面積約 400 m2（35.6 m × 12.0 m）の巨大小判形構造。
写真左手：金沢方面，写真右手：敦賀方面。

2019年（令和元年）8月号 PR目次
【ア】 
朝日音響㈱…………………… 後付 1
【カ】
コベルコ建機㈱……………… 表紙 2

【サ】
サイテックジャパン㈱……… 表紙 4
【タ】
デンヨー㈱…………………… 後付 6

大和機工㈱…………………… 表紙 3
【マ】
マルマテクニカ㈱…………… 後付 5
三笠産業㈱…………………… 後付 4

㈱三井三池製作所…………… 表紙 3
 【ヤ】
吉永機械㈱…………………… 後付 2



4 建設機械施工 Vol.71　No.8　August　2019

巻頭言

技術開発成果の共有
野　澤　伸一郎

平成から令和の時代に替わっても，鉄道工事は盛ん
に実施されている。特に，2020 年に開催されるオリ
ンピック・パラリンピックに向けた設備改良は緊急性
が高い。それだけでなく，整備新幹線やリニア中央新
幹線の工事も精力的に実施されている。一方，新設だ
けでなく JR各社の新幹線を中心に大規模修繕が実施
または計画されており，さらに海外展開も活発に進め
られている。
しかしながらその施工方法に関しては，あらゆる分

野で技術革新がなされた平成の時代を経ても変化ない
ものが多い。駅改良工事など狭隘な空間で「場所打ち
杭」を構築する深礎工は，掘削，排土など未だ人力主
体で実施されている。工事桁の架設，場所打ち鉄筋コ
ンクリートのラーメン高架橋などでも，従来通りの施
工が続けられている。
鉄道の近くで，その運行の安全を確保しながら実施

する工事を「営業線近接工事」と呼んでいるが，空間
的制約，時間的制約が多いため，小さく（場所を取らず
に），早く施工できる方法が望まれる。その制約の多さ
の故，機械化の最も遅れている分野の一つと考えている。
これらの課題に対して，鉄道会社や建設会社はこれ

までも改善の努力を行っていたが，各社の開発した工
法の普及や改良を目的に 1998 年 9 月に鉄道ACT研
究会を設立した。ACTとは Advanced Construction 
Technology の略である。本研究会は，工法等の技術
に関する情報を交換し，鉄道建設・改良分野における
建設コストの低減，安全施工，工期短縮に係る技術開
発を積極的に推進することをめざしており，2019 年 6
月現在，正会員 88 社，特別会員 54 社計 142 社が参加
し，活動している。
本研究会の特徴は「PR対象工法」の選定と普及で

ある。これは，従来の工法に比較してコストダウンや
工期短縮，安全性向上等の優位性があり，鉄道の建設・
改良工事に使用する見込みがあり，広く普及する可能
性が高いと認めたものを，PR対象工法として選定する

ものである。この工法は特許等を取得または出願して
おり，その権利者が正会員であることを原則にしてい
る。会員は，そのPR対象工法に係る適切な技術情報
を得て，当該権利者に実施料を支払って使用すること
になる。現在，PR対象工法は95工法が登録されている。
鉄道ACT研究会としては，この PR対象工法の説
明会，5つの工法研究会や現場見学会などを開催し工
法の紹介・普及にむけて活発に活動している。
鉄道ACT研究会が軌道に乗るまでの道のりは決し
て平坦ではなかった。現在は回復しているが，鉄道
ACT研究会発足から 8年後くらいから PR対象工法
の申請が大きく減少した時期があった。会員になぜ新
規の PR対象工法の登録を進めないか尋ねると，一般
競争入札の特に総合評価落札方式に備えて，自社で開
発した工法はほかの企業との差別化のために温存して
おきたい，という答えが多かった。
一般競争入札も総合評価落札方式の契約も公平性の
観点からの意義は理解している。しかし，海外展開な
ど視点を変えると，同じような技術開発を各社で実施
し，その細かな優劣を競うよりは，開発された技術はお
互いに実施料を支払い使用することで，それぞれ別な
内容や項目の開発を実施した方が，国内の限られた技
術開発費を有効活用する観点からは望ましいと考える。
海外展開に苦戦している理由は，語学教育や官民の
役割分担など，考えなければならない事項は多いが，
類似した内容の技術開発を各社で競い合っているがた
めに経費を押し上げるよりは，各社の技術開発成果を
尊重してお互いに使用し，また改良していく仕組みが
必要ではないだろうか。
そのためにも鉄道ACT研究会の活動を通じて，各
社が開発した特許工法が適切に使用されるように努力
したいと考えている。この活動を通じて，営業線近接
工事の機械化の推進に少しでも貢献したい。

─のざわ　しんいちろう　鉄道ACT研究会　会長，� �
JR 東日本　執行役員　構造技術センター所長─
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行政情報

「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画2019」
を決定

安　達　将　太

我が国インフラシステムの海外展開については，政府の成長戦略においても重要な柱として位置付けら
れており，国土交通省においても，インフラシステムの海外展開を更に進めていくべく，国土交通省イン
フラシステム海外展開行動計画を策定している。
本稿では，2019 年 3 月に改訂された同行動計画等の内容を踏まえ，我が国鉄道システムの海外展開に
向けた取組について紹介する。
キーワード：  トップセールス，海外インフラ展開法

1．はじめに

我が国の鉄道については，近年，輸送人員，車両お
よび車両部品の国内需要は比較的堅調であるが，今後
の人口減少を見据えると，大幅な需要の増加が見込め
ない状況である。一方，海外に目を向けると，近年，
地球環境問題や慢性的な交通渋滞への対応などの観点
から，CO2 排出量の少ない効率的な輸送機関としての
鉄道に対する期待が高まっており，アジア，西欧，北
米を中心に年間約 24 兆円規模の市場が存在し，2023
年まで年率 2.7％で成長するといわれているなど，多

くの国が高速鉄道や都市鉄道などの整備を積極的に検
討・推進している（図─ 1）。
我が国の鉄道の海外展開を推進し，世界の増大する

需要を積極的に取り込むことは，我が国の成長戦略の重
要な柱であるとともに，相手国の経済・社会の発展に寄
与し，二国間関係の強化に資する観点からも重要である。
このため，国土交通省では，「成長戦略フォローアッ
プ」（令和元年 6月閣議決定）や「インフラシステム
輸出戦略（令和元年度改訂版）」（令和元年 6月決定）
等に基づき，鉄道システムの海外展開に積極的に取り
組んでいるところである。

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

図─ 1　国内外市場の動向
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2．日本の鉄道の国際競争力

我が国鉄道システムの強みとしては，安全性・定時
性といったサービス品質の高さや，故障・欠陥の少な
さ，納期遵守，低廉なライフサイクルコスト等が挙げ
られる。2014 年に開業 50 周年を迎えた新幹線は，乗
客の死亡事故ゼロという高い安全性や，平均遅延時間
1分未満という高い定時性を誇っている。また，土木
構造物が比較的小さく済み，車両も比較的軽量である
などにより，建設・維持管理・運営コストなどの低減
が図られている。
一方，車両，機器，設備，インフラ等の要素毎に，

ノウハウを有する主体が細分化しており，特に高速鉄
道案件においては，川上から川下までの各段階におけ
る取りまとめに課題がある。また，海外に鉄道車両を
納入する際には，日本と異なる規格に合わせた設計が
必要となったり，発注者から急な設計変更を求められ
たりするなど，設計関連業務の負担が増大することか
ら，海外の車両需要を取り込むためには，車両メーカー
の生産能力，中でも設計能力の拡充が必要となってい
る。

3．今後の海外展開の方向性

こうした状況を踏まえ，今後の海外展開は，競争力
強化（1）及び供給力確保・環境整備（2）の観点から，
以下のような取組を進めていくべきであると考えてい
る。

（1）競争力強化のための方策
（a） 安全性，信頼性，ライフサイクルコストなどの

我が国の強みの売り込み
これまで，安倍総理や石井国土交通大臣ら閣僚等に
よるトップセールスや，相手国の要人の招聘，専門家
の派遣を実施することにより，諸外国の要人に対し我
が国の鉄道の強みをアピールしてきた。今後も引き続
き，安全性や信頼性，低廉なライフサイクルコストな
どの我が国の強みを積極的に売り込む（図─ 2）。
（b）パッケージ型需要への対応
海外案件における日本連合の取りまとめにおける課
題に対応するため，2018 年 8 月に施行された「海外
社会資本事業への我が国事業者の参入に関する法律」
（海外インフラ展開法）に基づき，独立行政法人鉄道
建設・運輸施設整備支援機構（鉄道・運輸機構）が，
鉄道関連業者と連携・協力して，高速鉄道に係るプロ
ジェクトマネジメントに参画する（図─ 3）。

図─ 2　我が国の強みの売込み
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英国の IEP やタイのパープルラインなどの車両調
達に保守業務を加えたパッケージ案件や，フィリピン
のマニラMRT3 号線の既存線改修・保守業務など，
質の高い保守サービスの評価が受注に結びついた事例
が出てきている。こうした状況も踏まえ，保守や運行
を含めた鉄道事業運営への取組を支援する。
我が国鉄道事業者が有する，駅周辺開発や駅ビル等

の開発，駅ナカの商業施設運営など，関連事業を含め
て価値を高めるノウハウについて，各国から高い関心
が寄せられており，駅周辺開発等を含めた付加価値の
高い提案を官民で連携して行う。
（c） 新たな重点分野としての都市交通システム
（AGT，モノレール）の売り込み

AGT（Automated Guideway Transit）やモノレー
ルなどの都市交通システムは，環境優位性や路線設定
の柔軟性による空間の有効活用といった利点から，各
国から関心を寄せられている。他国に先駆けて都市交
通としての実績を示し，先行者利益の確保を目指す観
点から，事業性調査支援や要人招聘，専門家派遣など
を通じて有用性をアピールし，官民で連携して売り込
む。
（d）総合的なファイナンスパッケージの提供
海外の鉄道案件については膨大な初期投資が必要に

なるとともに，新興国をはじめとして，民間の資金を

活用する PPP案件が増加しており，その入札にあたっ
ては，ファイナンスの提案もセットで求められること
が多い。こうしたファイナンス需要を充足するため，
独立行政法人国際協力機構（JICA），国際協力銀行
（JBIC），海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN），
日本貿易保険（NEXI）等による金融支援策が用意さ
れている。すでにインド高速鉄道や英国の IEP をは
じめとした案件において，それぞれ円借款の供与や投
資金融などを活用しており，今後も関係府省や関係機
関と十分連携しつつ，これらの金融支援を最大限活用
した魅力あるファイナンス提案を行ってまいりたい。

（2）供給力確保・環境整備のための方策
（a）案件形成段階からの参入に向けた取組
我が国企業による海外鉄道案件への参画を促進する
ため，案件発掘・形成段階から積極的に我が国政府や
我が国コンサルタントが参画し，日本企業に親和性の
ある仕様のスペックインを図るなど，我が国メーカー
の参入を容易にする環境整備を図る。また，2018 年 8
月に施行された海外インフラ展開法に基づき，鉄道・
運輸機構が新幹線技術の活用が見込まれる海外の高速
鉄道に係る事業性調査をはじめとした案件形成に参画
するなど，今後，関係者のより一層の連携・協力を図
る（図─ 3）。

図─ 3　海外インフラ展開法の制定と鉄道・運輸機構の海外業務について
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（b） 案件形成段階からの官民連携による計画的な
案件参画

車両の生産キャパシティや人材確保が課題となって
いる中，海外鉄道推進協議会の活用を含め，案件形成
段階からの官民の連携を緊密にし，個別プロジェクト
への参画可能性の早期検討を進める。
（c）車両供給力の確保
海外において増大する需要を取り込むためには，

メーカー各社における新規雇用の拡充やOBなどの活
用を促すことにより車両の供給力を確保するととも
に，我が国の車両メーカーの生産能力の現状と今後の
見通しを踏まえたうえで，車両メーカーの負担軽減策
を講じるなどの環境づくりを着実に実施していく。
（d）鉄道の海外展開に必要な人材の確保・育成
鉄道の海外展開にあたっては，専門的知見を有し，

かつ海外業務に対応できる人材が必要であるが，高速
鉄道をはじめ，鉄道の海外展開のための必要な要員が
不足している状況にある。このため，新規採用はもと
より，鉄道事業者やメーカーなどのOB，外国人人材
の活用も含め，人材の確保に取り組むとともに，研修
などによる人材育成の取組を積極的に進めていく。ま
た，相手国が，自ら適切に鉄道を維持管理，運行でき
るようにするための人材育成も重要であり，我が国鉄
道事業者などによる相手国の人材育成に係る取組を支
援する。

4．各プロジェクトの動向

以下では，各国で進む具体的なプロジェクトの現状
について，概観する。（執筆：2019 年 3 月時点）

（1）インド
インドにおける高速鉄道計画については，2015 年

12 月にデリーで開催された日印首脳会談に際し，日
印両政府間で高速鉄道に関する協力覚書に署名し，ム
ンバイ～アーメダバード間高速鉄道を，日本の新幹線
システムを利用して整備することが確認された。
2016年11月には，東京にて日印首脳会談を開催し，

日印両政府間でプログレスレポートを公表した。同レ
ポートにおいては，2018 年着工，2023 年開業といっ
た目標事業スケジュールが示されたほか，具体的な人
材育成計画や高速鉄道研修施設の設立準備を行うこと
等が確認された。また，共同声明においては，高速鉄
道に関するパートナーシップのさらなる強化の探求が
確認されている。
これまで 10 回の合同委員会で協議を重ねるととも

に，2017 年 9 月にはインド・グジャラート州での日
印首脳会談に際し，ムンバイ～アーメダバード間高速
鉄道事業起工式典を開催し，第 1 回目となる円借款
（1,000 億円）に関する書簡の交換を行った。2018 年
10 月には東京での日印首脳会談に際し，第 2回目と
なる円借款（1,500億円）に関する書簡の交換を行った。
今後も引き続き，日印で緊密に連携し，ムンバイ～アー

メダバード間高速鉄道事業の実施に向けて取り組む。

（2）タイ
2011 年にインラック政権がバンコクを起点とする 4
路線の高速鉄道計画を発表して以降，タイ国への新幹
線導入に向け，官民をあげてのトップセールスから，
実務レベルでの協力まで関係省庁と連携し，精力的に
取り組んできた。
2017 年 6 月に締結された鉄道協力覚書に基づき，
バンコク～チェンマイ間の高速鉄道について，我が国
の新幹線システムにより全線専用軌道で整備すること
を前提に，事業性調査報告書を取りまとめ，2017 年
12 月に牧野副大臣よりアーコム運輸大臣へ同報告書
を手交した。その後も石井国土交通大臣とアーコム運
輸大臣との間で二国間会談を通じて，日タイ協力のさ

写真─ 1　バンコク都市鉄道初の日本製鉄道車両（パープルライン）

写真─ 2　現地社員への教育訓練の様子（パープルライン）
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らなる進展を図ってきたところである。今後，タイ運
輸省が，タイ政府内で整備に係る閣議承認に向けた手
続きを進めていく見込みであり，引き続き，新幹線整
備に向けて，事業スキーム，ファイナンス，沿線開発，
人材育成および技術移転について，日タイ間で協議を
行っていく。
また，都市鉄道についても，2016 年に開業したパー

プルラインに続き，レッドラインの車両・システムも
我が国民間事業者が受注しているところ。引き続き，
レッドラインの延伸事業等，バンコク首都圏の都市鉄
道整備へも幅広く貢献してまいりたい（写真─ 1，2）。

（3）マレーシア・シンガポール
マレーシア～シンガポール間の高速鉄道計画は，ク

アラルンプールとシンガポールの約 350 km を約 90
分で結ぶ計画であり，両国首脳間の合意に基づき進め
られてきた。
2017 年 12 月に資産管理会社の入札がすでに開始さ

れていたが，2018 年 5 月にマレーシアで政権交代が
あり，同月，マハティール新首相は本計画を中止する
旨を表明した。同年 9月には，マレーシア・シンガポー
ル両政府は，本プロジェクトについて，2020 年 5 月
31 日まで一時停止することに合意し，開業目標も
2026 年から 2031 年へと延期された。
我が国はこれまで，安全性，信頼性，定時制に優れ

た新幹線システムが本高速鉄道計画において採用され
るよう，安倍総理および石井国土交通大臣をはじめ
様々なレベルでマレーシア・シンガポール政府に対す
る働きかけを行ってきたところであり，引き続き高速
鉄道計画に係る両国間の議論を注視していく。

（4）インドネシア
ジャワ北幹線鉄道の高速化については，2017 年 1

月の首脳会談において，両国間で協力していく旨合意
したことを踏まえ，同年 5月より両国により共同調査
を開始した。調査実施の間，両国間において精力的に
協議を重ね，2018 年 9 月に調査を終了し，最高時速
160 km/h によりジャカルタ～スラバヤ間を約 5時間
半で結ぶことを目指すこととした。現在，事業の具体
化に向けて，採用技術等に関して両国間で協議を行っ
ている。
また，首都ジャカルタでは，円借款により整備が進

められ，土木工事や車両供給等を日本企業が受注した
ジャカルタMRT南北線が 2019 年 3 月に開業した。
我が国の質の高いインフラが，世界最悪とも言われる
ジャカルタ市街の渋滞緩和に大きく貢献することが期

待される。また，同線の北部延伸についても，2018
年 10 月に円借款契約が締結されたところであり，引
き続き我が国の鉄道分野における技術・経験を活かし
ながら，インドネシアのインフラ整備に貢献してまい
りたい（写真─ 3，4）。

（5）ミャンマー
ミャンマーの鉄道は，軍政下において十分な投資が
行われなかったことにより，施設の老朽化が進んでお
り，早急なリハビリや近代化が必要とされている。
我が国では，2013 年 6 月，ミャンマー鉄道運輸省
との間で陸上輸送分野における協力覚書を結び，主要
都市ヤンゴンと首都ネーピードー，中部の主要都市マ
ンダレーを結ぶ「ヤンゴン・マンダレー幹線鉄道」や
ヤンゴン市内を走る「ヤンゴン環状鉄道」の改修・整
備，人材育成等について，協力を行っている。
2016 年 7 月の日ミャンマー首脳会談において，ヤ
ンゴン環状線の円借款供与が表明され，10 月に円借
款貸付契約の調印が行われるなど，事業は着実に進捗
しており，引き続き協力関係を維持・発展させながら，
取り組んでまいりたい。

写真─ 3　2019 年 3月のジャカルタMRT開業式典の様子

写真─ 4　開業式典後，市民がジャカルタMRTに試乗する様子
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（6）フィリピン
フィリピンのマニラ首都圏では，4線の大型都市鉄

道プロジェクトが同時並行で進められている。最も先
行している南北通勤線は，現在，土木および車両の入
札が開始され，鉄道システムについても近く公示され
る見込みである。また，フィリピンで初となる地下鉄
事業（マニラメトロ）も計画されており，2018 年 3
月に円借款契約が締結され，現在，詳細設計を実施し
ている。
北通勤線の北部延伸および南部の既存線改良につい

ては，2018 年 11 月末に円借款供与に向けた交換公文
の署名が行われ，現在，詳細設計を実施している。
このように，フィリピンにおいては，新規鉄道路線

の整備が急速に進められており，運営維持管理を担う
質の高い人材を育成することが急務となっている。そ
のため，日本の技術的知見・経験，安全教育，きめ細
やかなサービス等の日本的文化や価値観も含めて人材
を育成することを目的として，2018 年 5 月より，
JICAの技術協力による鉄道訓練センターの設立を開
始したところである。

（7）米国
米国については，テキサス州において，米国民間企

業が，将来的に大きな交通需要が見込まれるダラス～
ヒューストン間約 385 kmの区間に，我が国新幹線技
術による高速鉄道を採用する前提で事業を推進してい
る。その事業を後押しするため，2015 年 11 月に
JOIN が事業への参画を決定し，米国民間企業に対し
て 4,000 万ドルの出資を行った。また，2018 年 8 月，
本プロジェクトをより一層促進させるため，JBIC と
ともに連携して支援を行うことを決定し，9月には，
9,000 万ドルの資金拠出を行った。
また，我が国の最先端技術である超電導リニアの導

入に向けた働きかけも行っている。

（8）英国
英国には，ロンドン～バーミンガム～マンチェス
ター，リーズ間を結ぶという高速鉄道整備計画「High 
Speed 2」があり，第 1期区間であるロンドン～バー
ミンガムについては 2026 年の開業を目指している。
国土交通省としては，要人訪日の際に，新幹線の試
乗や運行管理施設の視察等を通じた体験機会を提供
し，我が国高速鉄道への理解促進を図るべく積極的な
働きかけを行っている。また，2018 年 11 月には，東
京において第 13 回日英鉄道協力会議を開催し，高速
鉄道，鉄道運営，駅ナカ・駅周辺開発，鉄道運行のデ
ジタル化に関する意見交換を通じて我が国の鉄道に関
する技術・知見をアピールした。

5．おわりに

我が国鉄道システムの海外展開を取り巻く環境は
日々変化しているが，こうした変化に対応しつつ，競
合国との熾烈な競争を勝ち抜き，高い安全性と信頼性
を有する我が国鉄道システムの海外展開を図るために
は，官民一体となった海外展開の推進に向けた取組が
不可欠である。
今後とも皆様方のご支援・ご協力をお願いしたい。
 

［筆者紹介］
安達　将太（あだち　しょうた）
国土交通省鉄道局国際課
主査
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新技術によりシールド工法と SENS の併用を実現
相鉄・東急直通線，羽沢トンネル

金　子　伸　生

羽沢トンネルは，シールド工法に比べ経済性に優れる SENS の採用を検討したが，一部区間では既設
構造物が近接するため，覆工構造にセグメントを適用せざるを得ないことが判明した。そこで，覆工構造
には，SENS による場所打ちライニングに加えセグメントを併用することとした。併用にあたっては，掘
進途中でマシン内設備の切換え（以下，「換装工」という）が必要となる。そこで，初めてとなる換装工
の課題を洗い出し，対策を実施し，シールド工法と SENS の併用を実現したので報告する。
キーワード：シールドトンネル，SENS，場所打ちライニングとセグメントの併用，換装工

1．はじめに

相鉄・東急直通線，羽沢トンネルは，新設する羽沢
横浜国大駅と新横浜駅（仮称）間を結ぶ延長約 3,499 m
の複線トンネルである（図─ 1）。羽沢駅方から約
150 mが開削トンネル，約 3,349 mが直径 10.4 m の泥
土圧シールドによる円形トンネルである。本トンネル
は，シールド工法に比べ経済性に優れる SENS の採
用を検討したが，一部区間では既設構造物が近接する
ため，覆工構造にセグメントを適用せざるを得ないこ
とが判明した。そこで，覆工構造には，SENS による
場所打ちライニングに加えセグメントを併用すること
とした。しかし，SENS とシールド工法を併用するた
めには，掘進途中で換装工が必要となる。そこで，初

めてとなる換装工の課題を洗い出し，新たなシールド
ジャッキの開発やマシンテール部からの地下水や土砂
の流入防止などの対策を実施した。本稿では，覆工構
造の検討経緯，シールド工法と SENS を併用するた
めの技術開発および 1回目となるシールド工法から
SENS への換装工の施工実績について報告する。

2．SENSの特徴

SENSとは「密閉型シールドにより掘削及び切羽の
安定を図り，シールド掘進（Shield）と並行して一次
覆工となる場所打ちライニング（ECL）によりトンネ
ルを支保し，一次覆工の安定を計測により確認した後，
力学的機能を付加させない二次覆工を施工（NATM）
してトンネルを完成させる工法（System）」1）であり，
それぞれの頭文字を取って命名されている。SENS
は，東北新幹線，三本木原トンネルで初めて採用され，
これまで相鉄・JR 直通線，西谷トンネルなどで実績
があり，本トンネルが 4例目となり，都市部での適用

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

図─ 1　羽沢トンネル位置図 図─ 2　SENSの適用範囲
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としては 2例目である。経済性においてはシールド工
法やNATMよりも有利となる境界領域に着目した工
法である（図─ 2）。施工性においては NATMと比
べて早く，シールド工法との比較では若干サイクルに
時間を要するが，事業計画において工事開始時期を早
めることで対応することとした。

3．羽沢トンネルへの SENSの適用検討

図─ 3に平面・縦断図を示す。トンネル通過部の
地質は主に上総層群粘性土（Km）（N≧ 50）であり，
被圧された地下水を有する砂質土（Ks）（N≧ 45）が
介在する。発進側では主要環状市道の高架橋，到達側
では東日本旅客鉄道横浜線を横断する陸橋と近接，並
行・交差することから，SENS 適用にあたっては，近
接構造物への影響解析および一次覆工耐力の照査を実
施した。検討断面を図─4に示す。発進側の断面Aは，
SENS の場所打ちライニングでは高架橋に管理値を超
える沈下が生じる結果となり，セグメントを採用する
と管理値を下回る結果となった。また，到達側の断面
Cでは，陸橋の杭下端と覆工天端の離隔が約 1.8 m し
かなく，場所打ちライニングでは耐力を上回る応力が
発生するが，セグメントでは許容応力度を下回ること
から，断面A，断面C区間はセグメントを採用した。
一方，断面 Bを含むトンネル中間部では周辺構造物
への影響が小さく，場所打ちライニングに発生する応
力が耐力内となることから，経済性に優れる SENS
を採用した。施工は 1 基のマシンでシールド工法と
SENS を併用することとし，掘進途中に換装を 2回実
施する計画とした。覆工の施工区分と換装位置を図─
3に示す。

4． シールド工法と SENSの併用に伴う課題
と対策

2 つの工法を 1基のマシンで実現することに伴い，
掘進途中で換装工が必要となる。そこで，換装工を実
施する際の課題を検討した結果，シールドジャッキの
スプレッダ位置の調整と，それに伴うジャッキロッド
のたわみ防止，さらに換装中のマシンテール部からの
地下水や土砂の流入防止が考えられた。

（1） 押し当て位置の調整可能なシールドジャッキの
開発

セグメント区間ではシールドジャッキがセグメント
に反力を取ることで推進力を得るが，SENS 区間では
シールドジャッキが内型枠に反力を取ることで推進力
を得る。セグメントと内型枠では図心が半径方向に異
なるため，図─ 5に示すように，シールドジャッキ
のスプレッダ位置の変更が生じる。このため，換装工
ではシールドジャッキのロッドは変更せず，ロッドの
ヘッド部とスプレッダは回転，上下にスライドでき，
押し当て位置を調整可能な仕様とした。

図─ 3　平面・縦断図

図─ 4　検討断面
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（2）ジャッキロッドのたわみ防止
セグメント区間では，図─ 5に示すように，シー
ルドジャッキとスプレッダの偏心量は 325 mmと非常
に大きくなる。このため，掘進時にシールドジャッキ
のロッドが外側にたわみ，テール内のセグメントが
ラッパ状に開き，セグメント継手周辺に損傷を与えて
しまうことが懸念された。そこで，セグメントの目開
きを抑えるため，図─ 6に示すようにジャッキロッ
ドに摺動板を設置し，ロッドのたわみ防止を施した。

（3）換装時のテール部の地下水，土砂の流入防止
（a）エンドパッキンの影響検討
SENS は定期的なメンテナンスで掘進が停止した際

に，場所打ちライニングが硬化する。SENS 区間にお
いては，テール後端のワイヤーブラシ製エンドパッキ
ンは，図─ 7のように再発進時のエンドパッキン引
抜きにより，場所打ちライニングに損傷を与えてしま
う懸念があった。
そこで，実施工を模擬したエンドパッキンの繰返し

引抜き試験を実施し，影響の有無について検証を行っ
た。試験装置の模式図を図─ 8に示す。試験の結果，
3回目の引抜き時において，写真─ 1に示すようにエ
ンドパッキンのワイヤーブラシの付け根から一次覆工 コンクリートに致命的なクラックを発生させることが

判明した。これはエンドパッキンを繰り返し引き抜く
ことで，ワイヤーブラシを覆う保護板が変形し，露出
したブラシの鋼線にコンクリートが付着し，ブラシの
根本を起点にコンクリートが割れたと考えられる。こ
のため換装時にエンドパッキンを撤去することとし
た。撤去にはウォールソー切断を採用し，図─ 7に
示す破線位置でスキンプレートごと切断したが，後述
する（b）の地盤改良の効果により撤去後も地下水や
土砂の流入はほとんど確認されなかった。

図─ 5　シールドジャッキの設置位置

図─ 6　摺動板の設置

図─ 7　エンドパッキンを残置した状況（想定）

図─ 8　エンドパッキン引抜き試験の模式図

写真─ 1　繰返し引抜き試験結果
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（b）地盤改良による漏水対策
1回目の換装位置の断面図を図─ 9に示す。地質は
被圧された地下水を含むKs 層が介在し，施工時の出
水リスクが高いことから，地上より地盤改良を実施
し，確実に止水することとした。止水注入範囲を図─
10に示す。注入工法は，対象地盤が N値 50 以上の
上総層群であること，削孔深度が約 30 mと深いこと
から，削孔精度の高いロータリーパーカッション方式
の削孔機を用いる二重管ダブルパッカー工法を採用し
た。さらに，介在するKs 層を確実に改良するため，
注入方式に動的注入工法を採用した。本工法は，注入
速度を意図的に振動させることにより薬材が地盤の弱
部へ集中的に流れることを防止する工法であり，設計
改良範囲に薬剤を均一に注入することが可能となる。

5．換装工の実施

換装工では，図─ 10で示した止水注入範囲にシー
ルドを到達・停止し，シールド内の設備を切り換える。
シールドジャッキの押当て位置の調整，エンドパッキ
ン・テールブラシ撤去に加え，具体的には次の設備切
換えを行った。

（1）設備の切換え
掘進当初はセグメント区間であるため，裏込め注入
設備をけん引した。加えて，SENS による場所打ちラ

図─ 9　断面図

図─ 10　止水注入範囲

図─ 11　シールド側断面
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イニングの加圧・充填に必要なコンクリートポンプ，
コンクリートレミキサー，妻型枠，内型枠脱型装置な
ど多くの SENS 設備を予めシールド後続に用意した
台車上に載せ，セグメント区間を掘進した。換装工は，
この裏込め注入設備を撤去し，シールドリングガー
ター部に格納していた妻型枠を設置した。SENS 区間
でのシールドと後続台車の状況を図─ 11に示す。な
お，裏込め注入設備は，換装工時に撤去することを考
え，最後方（マシンより 6台目）の台車上に載せた。

（2）換装工時の近接構造物への影響
1 回目の換装位置では，図─ 9に示すように，地上
の環状 2号線側道までの離隔は約 18 m，環状 2号線
高架橋の基礎までの離隔は約 16 mと近接し，シール
ドの影響範囲内に入ることから変位計測を行った。高
架橋橋脚はトータルステーションによる自動計測と
し，側道は路面に測点を設けて手動計測を行った。高
架橋橋脚の計測結果を図─ 12に示す。図─ 10に示
した止水注入開始から 7日目に一次管理値 2.5 mmに
対し 2.4 mmの隆起がみられたため，平均注入速度を
1分あたり 10 リットルから 6リットルまで低減調整
し，さらに，注入セット数を 8セットから 2セットま
で落とすことにより変位を抑制し，一次管理値内で注
入を完了した。その後，SENS の掘進開始時にわずか
な沈下がみられたが，一次管理値内に抑えることがで
きた。また，側道の手動計測においては，最大 3 mm

の隆起が生じたが，いずれも一次管理値内であり，無
事に換装工を完了することができた。

6．おわりに

羽沢トンネルでは，初めてとなるセグメントから
SENS への換装工の課題を洗い出し，その対策を検
討，実施した。その結果，マシンは平成 28 年 9 月末
に 1回目の換装位置に到達し，懸念されたマシンテー
ル部からの地下水や土砂の流入を防止し，平成 28 年
12 月に無事に SENS での掘進を開始した。今回の換
装工の実現により，1基のマシンで合理的な覆工構造
の選択が可能となったことにより，SENS の適用範囲
が従前より広がったと考えている。今後，実績を重ね
SENS の採用が拡大していくことが期待される。
 

《参考文献》
  1） 飯田廣臣，含水未固結地山におけるシールドを用いた場所打ち支保シ

ステムに関する研究，早稲田大学学位論文，pp.3，2008.

図─ 12　高架橋橋脚の変位計測結果
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今年度の鉄道建設業務と九州新幹線（武雄温泉－長崎間）
の駅デザイン

藤　田　航　平

鉄道・運輸機構（以下「機構」）は，2003 年 10 月 1 日に日本鉄道建設公団（以下「鉄道公団」）と運輸
施設整備事業団が統合し，鉄道の建設及び助成，国内船舶の近代化，高度船舶技術の実用化の促進等を担
う新たな法人として設立された。
鉄道建設については，わが国の鉄道整備政策の実施機関として，鉄道ルートの選定・建設計画から資金
調達・設計・施工までを一貫して推進している。本報では，今年度の建設業務の概況と整備新幹線である
九州新幹線（武雄温泉－長崎間）の駅デザインについて記す。
キーワード：  新幹線，建築，駅舎，デザイン，地元協議，地場産材

1．今年度の鉄道建設業務

建設線等に関する事業を以下に各事業別の概要を紹
介する。

（1）整備新幹線
現在，工事実施計画の認可を受けて建設を行ってい

る整備新幹線は以下である。
・北海道新幹線（新幹線北斗・札幌間）：約 212 km
・北陸新幹線（金沢・敦賀間）：約 115 km
・九州新幹線（武雄温泉・長崎間）：約 67 km
各線区の今年度の事業概要は，以下のとおりである。

・北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）は，渡島トン
ネル，立岩トンネルおよび後志トンネル等の工事を
行う。

・北陸新幹線（金沢・敦賀間）は，新北陸トンネル等
のトンネル工事並びに九頭竜川橋梁など，全線にわ
たり土木工事を進める。また，軌道・電気・建築等
開業設備工事の発注を実施し，一部工事を開始する。

・九州新幹線（武雄温泉・長崎間）は，長崎高架橋等，
全線にわたり土木工事を進める。また，軌道・電気・
建築等開業設備工事の発注を進め，電気建物工事を
始め，駅舎工事も，順次進める。

・整備新幹線建設推進高度化等事業は，コスト縮減等
を図るための経済的な施工法の調査，新幹線と貨物
列車が共用走行する青函トンネルで新幹線を高速走
行させるための技術的検討（貨物列車走行調査）等
を行う。

（2）都市鉄道利便増進事業
都市鉄道等利便増進法により，機構が整備主体と
なって，「神奈川東部方面線（相鉄・JR直通線，相鉄・
東急直通線）」を整備している。
・相鉄・JR直通線
相鉄・JR直通線では，相鉄線西谷駅から JR東日本
東海道貨物線横浜羽沢駅付近まで約 3 kmにおける連
絡線の整備を行っている。今年度 11 月末に開業予定
であり，今年度は開業設備工事の一部や検査・監査の
実施を予定している。
・相鉄・東急直通線
相鉄・東急直通線では，JR 東日本東海道貨物線横
浜羽沢駅付近から東急東横線日吉駅までの約 10 km
の整備を行っている。今年度は羽沢トンネル工事，新
横浜駅（仮称）工事，新横浜トンネル工事，新綱島駅
（仮称）工事等を実施する。

（3）受託事業
地方公共団体や鉄道事業者等からの要請に基づき，
鉄道に関する工事及び調査を実施している。
今年度は昨年に引き続き，中央新幹線工事等を実施
する。中央新幹線工事は，立坑工事や山岳トンネル工
事を引き続き行う。
また，大規模災害等に対する復旧・復興支援の経験
を活かして，要請のあった南阿蘇鉄道第一白川橋りょ
うの設計照査を推進し，災害復旧を支援する。

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事
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（4）海外技術協力
国土交通省等の関係者との連携を図りつつ，鉄道分

野における海外社会資本事業への我が国事業者の参入
が図られるよう，海外社会資本事業への我が国事業者
の参入の促進に関する法律（平成 30 年法律第 40 号）
第 4条に規定する業務について，同法第 3条の規定に
基づき国土交通大臣が定める海外社会資本事業への我
が国事業者の参入の促進を図るための基本的な方針に
従い，新幹線鉄道の技術が活用され，又は活用される
ことが見込まれる海外の高速鉄道に関する事業性等の
調査，測量，鉄道構造物や電気，機械設備等の設計，
工事管理，試験及び研究を行う。
インド高速鉄道計画については，設計業務につい

て，国土交通省等関係者との緊密な連携の下で技術協
力を行うとともに，工事管理に関する業務の発注が
あった際には，当該業務の受注を目指す。加えて，他
国の高速鉄道に関する調査・設計・工事管理等の業務
についても，受注を目指す。

2．地域と協働したデザインプロセス

機構では，地域の共感を受け，街づくりと一体となっ
た魅力的な駅を目指して設計しており，計画当初から
デザイン決定までの各段階において，地域の意見を取
り入れる協働というスタイルをとっている。
外観デザインの設計に際しては，自治体からの要望

として駅舎のデザインコンセプトの提示を受けている。
これは関係自治体や有識者，地元団体等が参画する駅
や周辺の景観を検討するデザイン委員会等によりとりま
とめられる。機構はこのコンセプトを基に，経済性や鉄
道としての必要性能などの検討を行い，複数のデザイ
ン素案を自治体に提案する。自治体は住民アンケートや

デザイン委員会等によるデザイン案の推薦を受け，機
構に推薦案を回答する。以上の手順で外観の基本デザ
インを決定し実施設計に移行することとなる（図─ 1）。
本章では，各駅の基本デザインとともに，各駅のデ
ザインプロセスを紹介する。

3．九州新幹線（武雄温泉・長崎間）の概要

九州新幹線（武雄温泉・長崎間）は武雄温泉駅を起
点とする工事延長約 67.0 km で計画された路線であ
る。計画ルートは，佐賀県の武雄市，嬉野市と長崎県
の東彼杵町，大村市，諫早市，長崎市の 2県 5市 1町
を経由し，終点の長崎駅に至る（図─ 2）。
九州新幹線（武雄温泉・長崎間）は，平成 24 年 6
月に工事実施計画の認可を受け，フル規格による工事
に着手した。なお，このうち武雄温泉・諫早間につい
ては，平成 20 年 3 月にスーパー特急方式で認可を受
けており，一部先行して工事に着手済みである。その
後，軌道・建築・機械・電気等の開業設備工事につい
ては，平成 29 年 5 月に工事実施計画（その 2）認可

図─１　デザイン決定プロセス

図─２　九州新幹線（武雄温泉・長崎間）路線概要図
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を受けた。

4．武雄温泉駅

（1）概要
武雄温泉駅は佐賀県武雄市に位置する JR佐世保線

武雄温泉駅との併設駅である。完成時には博多方面か
ら乗り入れる在来線と対面乗換（ホーム to ホーム）
形式で乗り換え可能な構造としている。開湯 1,300 年
を誇る武雄温泉のほか，建築家の辰野金吾氏が設計し
た楼門や御船山などの観光資源がある。

（2）デザインコンセプトとデザイン決定プロセス
平成 28 年 7 月 28 日，機構は武雄市より図─ 3の内
容でコンセプトの要望を受けた。武雄市では「上質な
田舎」をテーマとして積極的に SNS を活用して PR
活動を行っており，SNSで用いられる「＃（ハッシュ
タグ）」を用いた，これまでにない独特のデザインコ
ンセプトの要望となっている。
武雄市では，デザインコンセプトの策定は市役所で

実施した。機構が提示したデザイン素案 3案に対する
推薦案の選定では市のホームページでの 3案の公表や
各種団体とのヒアリングなどを実施し，市民からの意
見を募集した。さらに，同市は募集した意見について
デザイン委員会等に対し諮問し，推薦案の答申を受け
た。平成 29 年 8 月 28 日，武雄市は機構に C案を推
薦案として提示した。同市は推薦理由に，C案が 3案
の中で駅舎デザインコンセプトに最も合致しているこ
とを挙げている。

（3）決定案のデザインイメージ
武雄の温泉街になじむ落ち着きのある屋根を現代的
に表現したデザインとしている。歴史を感じるしっく
いや赤い木組をイメージした素材を低層部に用いるこ
とで，落ち着いた高層部と調和したデザインとした。
ホームからは駅前広場の楠をはじめとした武雄の山並
み，街並みを望むことができる。

5．嬉野温泉（仮称）駅

（1）嬉野温泉（仮称）駅の概要
嬉野温泉（仮称）駅は，佐賀県嬉野市に位置する。
かつては市内の嬉野町（当時は藤津郡嬉野町）と塩田
町（当時は藤津郡塩田町）とを結ぶ路面電車があった
が現在は鉄道網がなく，市内唯一の新設の駅となる。
美肌の湯として有名な嬉野温泉のほか，肥前吉田焼，
嬉野茶などの観光資源がある。

（2）デザインコンセプトとデザイン決定プロセス
平成 28 年 5月 23日，機構は嬉野市より図─ 4の内
容でコンセプトの要望を受けた。このコンセプトから
駅デザインを作成するにあたって，特に「温泉宿」「自然」
「里山との調和」のキーワードについて検討を重ねた。
嬉野市は，駅周辺のまちづくりを含めたデザイン委
員会等を設置し，駅周辺のデザインと合わせて新幹線
駅舎のデザインコンセプトを策定した。機構が提示し
たデザイン素案 3案に対する推薦案の選定では，3案
を市のホームページや市報等で公開するとともに，市
内の 2校の高等学校生徒，観光協会へも別途意見募集

図─３　武雄温泉駅デザイン
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を行った。さらに，意見募集の結果についてデザイン
委員会等に諮った。平成 29 年 8 月 30 日，嬉野市は機
構に B案を推薦案として提示した。同市は推薦理由
に，B案への賛同意見が最も多く，歴史ある嬉野の湯
宿の持つ和の装いをよく表現していること，駅周辺の
まちづくりと調和していることなどを挙げている。

（3）決定案のデザインイメージ
嬉野の山並みをイメージした屋根と，歴史ある嬉野

の湯宿の装いを洗練された和の構成で表現したファ
サードである。焼物を細い縦格子として使い，温泉宿
の趣を表現する。奥行きの異なる材料により陰影を出
し，深みのある表情を与える。

6．新大村（仮称）駅

（1）概要
新大村（仮称）駅は，長崎県大村市に位置している。
市内を南北に通過する JR大村線沿いに建設を予定し
ており，大村市から JR九州に要望された在来線請願
駅が併設される計画である。観光資源として，多良山
系や大村湾などの自然のほか，「五色塀」が特徴的な
武家屋敷がある。

（2）デザインコンセプトとデザイン決定プロセス
平成 28 年 5 月 16 日，機構は大村市より図─ 5の
内容でコンセプトの要望を受けた。本要望書には，こ

図─４　嬉野温泉（仮称）駅のデザイン

図─５　新大村（仮称）駅のデザイン



20 建設機械施工 Vol.71　No.8　August　2019

の整備事業である駅前周辺のランドマークとなるデザ
インとすることが要望されており，新幹線事業に対す
る地元の期待が高いことがうかがわれる。
大村市は，デザインコンセプトの策定に際しデザイ

ン委員会等から提言を受けた。機構が提示したデザイ
ン素案 3案に対する推薦案の選定は市のホームページ
やコミュニティセンター，市内の高校などにおいて投
票形式で意見を募集した。また，デザイン委員会等へ
も意見を募り，専門的な意見交換会も行われた。平成
29 年 8 月 23 日，大村市は機構にA案を推薦案とし
て提示した。同市は推薦理由に，大村に相応しい，多
様性に富んでいる，印象に残るなどの高評価の意見
が，募集総数の過半数を超えていたことを挙げている。

（3）決定案のデザインイメージ
新しい街の玄関口として，大村の発展と人々の躍動

感を感じさせるデザインとしている。空に向かって開
く形状は未来への広がりを表し，カーテンウォールを
使用することで周辺環境との調和を図っている。ガラ
ス以外の外壁は色彩を落ち着いたものとすることで，
五色塀などの大村の歴史的な雰囲気も演出している。

7．諫早駅

（1）概要
諫早駅は，長崎県諫早市に位置している。東は有明

海，北西は大村湾，南は橘湾に囲まれ，長崎街道，多
良街道及び島原街道が分岐する古くからの交通の要衝

として栄えてきた。鉄道においても併設している在来
線諫早駅は JR長崎本線，JR大村線及び島原鉄道を有
する鉄道交通の結節点である。植物群が国指定天然記
念物に指定されている諫早公園や，重要文化財の眼鏡
橋などの観光資源がある。

（2）デザインコンセプトとデザイン決定プロセス
平成 28 年 7 月 6 日，機構は諫早市より図─ 6の内

容でコンセプトの要望を受けた。
諫早市では九州新幹線の整備にあわせ，在来線の改
良や再開発ビルの計画を含めたデザイン委員会等を設
置しており，同会議で策定したまちづくり計画の中で
新幹線駅舎のデザインコンセプトを策定した。機構が
提示したデザイン素案 3案に対する推薦案の選定は，
諫早駅，市役所，ホームページなどで案を公表して投
票形式の市民アンケートを実施した。平成 29 年 8 月
21 日，諫早市は機構にC案を推薦案として提示した。
推薦案に対しては，開放感やお洒落な感じがいい，一
番落ち着いたデザインで毎日見ても飽きないなどの意
見が寄せられた。

（3）決定案のデザインイメージ
諫早らしさと明るい未来を感じるゲートをデザイン
テーマとし，建物の外枠の大きな縁取りをゲートに見
立てている。人々の賑わいを映し出す大きなガラス面
を中央に，落ち着きのある諫早石調の外装を端部に配
置して，諫早らしさと未来を映し出すゲートを表現し
ている。

図─６　諫早駅のデザイン
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8．長崎駅

（1）概要
長崎駅は，県庁所在地である長崎市に位置し，新幹

線と在来線が併設して乗り入れる頭端駅となる。長崎
駅は，国際観光文化都市長崎の玄関口として都市イ
メージの核をつくり出すことが期待されており，新幹
線開業に合わせた長崎駅周辺整備事業が着々と進めら
れている。

（2）基本デザイン決定プロセス
平成 28 年 7 月 5 日，機構は長崎県及び長崎市より，

デザイン要望書として「長崎駅舎・駅前広場等デザイ
ン基本計画」を受領した（図─ 7）。
長崎駅周辺では現在，九州新幹線（武雄温泉・長崎

間）の建設，JR 長崎本線連続立体交差事業，長崎駅
周辺土地区画整理事業など，重要な都市基盤が一体的
に整備されている。
長崎県と長崎市では，駅周辺の良質で，調和の取れ

た空間づくりを推進するため，デザイン委員会等を設
置し，「長崎駅舎・駅前広場等デザイン基本計画」を
策定した。この基本計画で，『駅舎のデザイン基本計画』
を掲げ，さらにこの計画に沿った駅舎のデザイン案を
作成した。このデザイン案の実現へ向けて，機構では
コストや安全性に関する技術的な検討を行った。な
お，このデザインは要望した地元の負担を含むことが
前提となっている。

（3）決定案のデザインイメージ
高さを変えながら南北に連続して延びる二柱式大断
面の上家架構は，南に位置する「海への方向性」を感
じることができるよう「南北の軸」を強調している。
ファサードのガラススクリーンは，ホームからの眺望
に配慮するとともに，駅前広場から列車の発着等の動
きが見えるようにすることで，駅とまちの劇場的関係
をつくり出している。高架の柱型には長崎らしさを感
じさせる素材のモチーフとして煉瓦調タイルを使用し
ている。

9．おわりに

本稿では九州新幹線（武雄温泉・長崎間）の各駅に
おける地域と協働したデザインについて紹介した。デ
ザイン決定プロセスについては駅毎に多少の違いはあ
るものの，何れも設計を進めるなかで新幹線に対する
地域の皆様からの強い期待を感じており，地域の自治
体と協働することでデザインにおいて地域性を表現す
ることが可能となった。
これから各駅で建築工事に取り掛かる準備をしてお
り，地域に愛される駅の建設に引き続き取り組んでい
く所存である。
 

［筆者紹介］
藤田　航平（ふじた　こうへい）
鉄道建設・運輸施設整備支援機構

設備部　建築課

図─７　長崎駅のデザイン
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日本の ODA で建設が進む， 
ホーチミン市都市鉄道 1 号線

石　原　義　之

近年，質の高いインフラ整備事業の海外展開が志向され，政府主導の基，国際協力機構 JICAを中心に
官民一体となって発展途上国の支援事業に取り組んでいる。とりわけ人口密度が高く経済成長が著しい南
アジア・ASEAN諸国においては急激な開発，モータリゼーション等により生活環境の悪化が深刻であり，
ベトナム国ホーチミン市もその一例である。持続的な経済発展と健全な生活環境の維持のためにも，鉄道
を中心とした公共交通の整備が急務となっている。このような情勢の中，現在日本の政府開発援助（ODA）
により進められているホーチミン市都市鉄道 1号線建設プロジェクトについてその概況を報告する。
キーワード：ODA，都市鉄道，地下駅，中古建機，技術支援，人材育成

1．はじめに

ホーチミン市は，南シナ海に沿って南北に細長いベ
トナム国の南部に位置するベトナム国経済の中心都市
である（図─ 1）。隣接するドンナイ省，ビンズオン省
の一部を含むホーチミン都市圏の人口は 1,000 万人近
い規模に拡大しており，ホーチミン市中心部の人口密
度は約 30,000 ～ 45,000 人 /km2 に上り東京 23 区平均
の 2倍以上である。近年ベトナム戦争後に生まれた世
代が生産人口の中心となって旺盛な内需を牽引し，
チャイナリスク分散の流れから引き続き積極的な海外
投資にも後押しされ，アジアの生産拠点としての役割
も更に高まってきている。これによりホーチミン都市
圏では今なお 7％近い経済成長率を維持している。
1986 年のドイモイ政策導入以降急激な市場開放によ
り，一部資産階級に急激に富が集中し国民の経済格差
拡大や政治腐敗問題を招いたが，共産党政府も汚職撲
滅，国民の所得拡大に力を入れていることから，経済
発展の恩恵が広く一般市民に行き渡るようになり，急
速に中間層が形成され始めている。2030 年には全世
帯の 49％にも達すると予想されている。
経済発展に伴い自動車の普及率も伸びているが，国

民の基本的な移動手段は今なおモーターバイクが占め
ている。現在のホーチミン市の公共交通は，鉄道は首
都ハノイとの間を結ぶ国鉄南北統一鉄道の長距離輸送
路線のみであり，市内公共交通はバス，タクシーが中
心であるが，近年ライドシェアのバイク及び自動車が
急激に増えており，道路交通の渋滞は年々酷くなる一

方である。2010 年に首相承認された現ホーチミン市
のマスタープランでは 6路線の都市鉄道が計画されて
いるが，未だ 1 路線しか着工にこぎ着けられておら
ず，建設中の都市鉄道 1号線の早期開業がこの都市の
健全な発展を促す重点事業の一つとなっている。

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

図─ 1　ベトナム国国土概況図（出典：日本工営作成）
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2．プロジェクト概要

ホーチミン市都市鉄道 1号線は，ホーチミン市の中
心部，街のシンボルであるベンタイン市場前の地下に
位置するベンタイン駅を起点とし，国道 1号線（通称
ハノイハイウェイ）に沿って市の北東端スイテンター
ミナル駅までを結ぶ，全長約 20 kmの路線である。起
点駅のベンタイン駅からバソン駅までの3駅は約2.5 km
の地下区間，それ以外の凡そ 17.2 kmは高架区間で 11
駅が配置される。車両基地・工場は終端駅スイテンター
ミナル駅の先に配置されている（図─ 2）。起点駅と
なるベンタイン駅には将来 1号線の延伸路線となる
3A号線の他，2 号線，4 号線の乗り入れも計画され
ている。本プロジェクトではそれらの将来計画も考慮
した駅設計がなされており，1号線と交差する 2号線
の駅躯体の一部も合わせて構築されることとなってい
る。またこのベンタイン駅を含むオペラハウス駅，バ
ソン駅の地下駅 3駅はそれぞれ民間の開発ビルとの接
続工事が並行して進められている。また当面の終端駅
となるスイテンターミナル駅は将来的に隣接するビン
ズオン省，ドンナイ省方面への延伸を可能にする構造
で施工されており，同駅前には現在市内中心部に位置
している東部方面バスターミナルを移転する工事も並
行して進められている。本 1 号線開業時には同バス
ターミナルからBRT路線の接続も計画されている。

3．工事契約形態

本プロジェクトは，地下区間土木・建築・駅設備パッ
ケージ（CP1a，CP1b），高架区間土木・建築・駅設
備及び車両基地パッケージ（CP2），鉄道システム・
車両・軌道（CP3），運営会社システム整備支援（CP4）
で構成されている。2012 年 7 月に CP2 高架区間から
着工し，2013 年 8 月に CP3，2014 年 8 月に CP1b と
順次着工し，土木工事の最終入札パッケージとなった
CP1a のベンタイン駅及び開削トンネル工区は 2016
年の 11 月に着工した。2019 年 6 月末時点でプロジェ
クト全体の進捗状況は，凡そ 65％の進捗となってい
る。
契約形態は原則 EPC／ターンキー契約となってお
り契約条件書として FIDIC のシルバーブックが適用
されている。また国際協力機構 JICAの有償資金協力
STEP（本邦技術活用条件）ローンが適用されている
ことから，発注者側で施工監理を務めているコンサル
タントアソシエーション（組織名：NJPT）を含め各
契約パッケージの幹事会社は本邦企業となっている
（表─ 1）。
地下区間の土木建築工事の契約は，当初一つのパッ
ケージであったが，将来の複数路線の乗り入れが計画
されたベンタイン地下駅の詳細設計の実施および市街
地中心部での大規模掘削工事を含んだ条件では応札者

図─ 2　ホーチミン市都市鉄道 1号線路線図（出典：日本工営作成）
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がいなかったことから，CP1a と CP1b とに分割した
上で，CP1a パッケージを発注者設計による発注形式
－FIDIC ピンクブック適用に変更して別途入札を掛
けたことから，他のパッケージよりも大幅に遅れての
着工となった。

4．工事概況

（1） CP1a－ベンタイン駅および開削トンネル約550 m

本工区はホーチミン市の観光名所としても有名なベ
ンタイン市場の前に地下 4層からなる地下駅を構築
し，隣のオペラハウス駅までの間に開削トンネルを構
築するものである（図─ 3）。工事の特徴としては連

続地中壁（連壁）を本体利用して駅および開削トンネ
ルを構築する工法を採用している。本工区は，連壁背
面に既存建物が近接している箇所が多く，切梁支保工
にはプレロードを導入するとともに，常時モニタリン
グを行いながら慎重に工事を進めている（写真─ 1）。

（2） CP1b－オペラハウス駅，バソン駅，シールド
トンネル約 750 m× 2本および開削トンネル
約 530 m

本工区はホーチミン市のシンボルのひとつ市民劇場
（オペラハウス）の前に位置し，ホーチミン市庁舎に
も程近いオペラハウス駅とベトナム海軍の艦船整備場
跡地に建設されるバソン駅の 2つの地下駅，およびそ

表─ 1　契約パッケージ概要（出典：日本工営作成）

施工監理コンサルタントアソシエーション
NJPT：日本工営・日本コンサルタンツ・日本交通技術・トーニチコンサルタント・TEDIS・TRICC
各契約パッケージの概要

工事契約
地下区間土木 
（CP1）

高架・車両基地
土木 ・建築 
（CP2）

鉄道システム 
（CP3）

CP1a CP1b

スコープ

ベンタイン駅
延長 : 0.8 km
地下駅：1駅
トンネル：開削トンネル，
E&M：地下換気・空調設備

オペラハウス駅－バソン駅
延長 : 1.4 km
地下駅：2駅
トンネル：開削トンネル，
シールドトンネル
E&M：地下換気・空調設備

延長：17.2 km
高架駅：11 駅
橋梁：5橋
車両基地：土木・建築

軌道／電力供給／信号／通
信／指令システム／SACDA
／AFC／PSD／車両
これらの調達，据付
鉄道システム維持管理
（5年）

コントラクター
三井住友建設
／CIENCO4　JV

清水建設／前田建設 JO 住友商事／CIENCO6　JV 日立製作所

工事着手 2016 年 11 月着工   2014 年 8 月着工 2012 年 7 月着工 2013 年 8 月着工

図─ 3　契約パッケージCP1a 工区概要（出典：NJPT 作成）
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の間を繋ぐ単線シールドトンネル 2本（内径約 6 m－
上下線別），バソン駅の先で高架区間に繋がる開削ト
ンネルおよびアプローチ部を構築するものである。地
下駅はやはり連壁を本体利用して構築されている。オ
ペラハウス駅はプラットホームが上下 2層となる地下
4層構造，バソン駅は 1面 2線の軌道階を有する標準
的な地下 2層構造となっており，この間を繋ぐシール
ドトンネルは 2本のトンネルが水平並列から鉛直並列
配置へと変化する線形となっている。ベトナム国で初
めてとなるシールドトンネル工事であり，日本製の
シールドマシンで掘進された（写真─ 2）。

（3） CP2－高架橋約 15 km，橋梁 5橋，高架駅 11駅，
受電変電所 2箇所および車両基地／工場

本工区は本線明かり区間の全ておよび車両基地まで
のアクセス線を含み，列車の運行に係る電力を受電す
る変電所および車両基地内の整備工場をはじめ，運行
指令所，運営会社の建屋の建設等もおこなうものであ
る。高架橋は主にUシェイプと呼ばれる下路桁構造
を採用し，標準支間長 35 m，13 ピースのセグメント
をエレクションガーダーで吊り上げた状態で連結して
桁構築をおこなうスパンバイスパン工法で架設された
（写真─ 3）。桁のセグメントは現場近く設けられた専
用のセグメントヤードで製作し，現場へ搬送した。橋
梁は主に現地で一般的な PCボックス橋梁が採用され
たが，1橋梁だけ施主の要望によりエクストラドーズ
ド橋で構築された（写真─ 4）。

（4） CP3－鉄道システム，車両 17編成，軌道工事（本
線／車両基地）

本プロジェクトの鉄道システムは，日本の先端技術
に準拠したシステムを採用しており，その仕様は，き

写真─ 1　ベンタイン駅構築現場（出典：NJPT 撮影）

写真─ 2　シールドトンネル掘進状況（出典：NJPT 撮影）

写真─ 3　エレクションガーダーによる桁架設状況（出典：NJPT 撮影）

写真─ 4　エクストラドーズド橋架橋状況（出典：NJPT 撮影）
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電方式は架空線方式DC1,500 V，信号システムは無線
移動閉塞方式，軌間 1,435 mm，車両は車両長約 20 m
－1編成 6両（開業時 1編成 3両）で構成されている。
また全駅のホームにプラットホームスクリーンドア
（PSD）を設置することとなっており，安全に対する
配慮も先端レベルである。地下駅は列車風や空調効率
に配慮したフルハイトドア方式，高架駅はハーフハイ
トドア方式を採用している。軌道は本線全区間に亘り
本邦技術である防振装置付き PCマクラギが採用され
ており，騒音・振動低減，乗り心地の向上にも配慮し
ている（写真─ 5）。

5．本邦技術の活用

一般に鉄道プロジェクトにおいて「質の高いインフ
ラの海外展開」というと国内では真っ先に省エネル
ギー化され静かで高品質な鉄道車両や機器類，高密度
高頻度で正確な鉄道輸送を担う鉄道事業者や高度な建
設技術・材料を駆使する建設事業者の存在が思い浮か
べられるであろう。事実これらの質の高い本邦製品や
技術，管理システムや組織力は，質の高いインフラ輸
出の主要項目であることは疑いない。一方で余り一般
的には認識されていないように思われるが，我が国の
建設機械および実際のプロジェクトの施工に関わる
人々も本邦技術の活用の重要項目としてその一端を
担っていると言えるであろう。
日本の建設機械，これは途上国の発展には欠かせな

いものといって過言ではない。特に地下駅等の開削工
事に欠かせない小型のバックホー，クラムシェル，ク
レーン車等は，その質の高さと耐久性において大きな
信頼を得ている。無論日本の新しい建機を現場で多数
活躍させることができれば，安全上も工事管理上も望
ましいことは間違いないが，ベトナム国での実態とし
て本邦のコントラクターが海外から建機を持ち込むこ

とは実情として難しく，JVであるローカルのコント
ラクターかサブコントラクターが所有する建機を使用
することが一般的であり，そしてその多くが中古建機
である。ベトナム国の法令では 10 年以上の中古建機
に対する輸入制限があるが，ベトナム国内で使いまわ
しされ 10 年以上経った中古建機は非常に多く，本プ
ロジェクトでも使用されている建機の大多数を占めて
いる（写真─ 6）。
そのような中古建機の中でも特に日本製の比率は高
く他国製より信頼性が高いことは間違いないが，やは
り限度がある。本プロジェクトで使用可能な建機に
は，必要な安全装置が装備されていること，定期検査
を受けた証明書を提出すること，更に施工監理コンサ
ルタントの安全担当による使用前検査を受けること等
が要件として規定されているが，それでも故障やメン
テナンスによる非稼働率が高い状況である。一方中古
建機の品質管理に係る基準を締め付け過ぎればサブコ
ンを務められる企業が足りなくなり，工事が回らなく
なることも現実である。要件に見合う建機を新たに購
入させることも難しく，現実的にコントラクターの取
り得る策は，オペレーターやメンテナンス要員を教育
し，その技術レベルを向上させて少しでも建機を傷め
ず，安全に使用できるようにすることなどであるが，
腕の良いオペレーターやメンテナンス要員は引き合い
も多い為，他のプロジェクトに引き抜かれてしまうこ
ともしばしばであり，これもコントラクターのジレン
マである。現在でもベトナム国中で建設ラッシュ状態
であり，そもそもベトナム国の作業員はあまり一企業
での継続雇用に固執しない傾向にあるため，少しでも
良い条件を提示されれば比較的簡単に転職してしま
う。企業側としてもなかなか継続的な教育が出来ない
のが実情としてあるようである。これは東南アジア全
般に見られる傾向であると思われ，中古であっても安
全装置を装備しメンテナンスの行き届いた建機と教育

写真─ 5　防振装置付きPCマクラギ軌道（出典：NJPT 撮影） 写真─ 6　現場で活躍する中古建機（出典：NJPT 撮影）
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されたオペレーターを提供できるサービスの普及が望
まれるところである。
一方で一般的な作業員の教育，質の確保も課題とし

て挙げられる。ベトナム国においてもわずか 5，6年前
までは，建設工事現場で裸足やサンダル履き，帽子や
菅笠などを被り，作業用ヘルメット等の安全装備は未
着用が当たり前というような現場が多く残っていた。
JICAによる安全教育指導や海外建設業協会（OCAJI）
等の協力による建設作業員の安全ガイドブックの作成
（図─ 4）等による啓蒙活動，またベトナム国の安全
に係る法令整備等が少しずつ定着し，現在ではほとん
どの建設作業現場においてヘルメット，安全ベスト，
安全帯，靴の着用は守られるようになってきている。
実際にこれらの安全指導を含む現場管理を普及させて
きたのは，我が国のコントラクターの地道な努力によ
るところも少なくないと言える。本プロジェクトにお
いても JICAの安全管理基本方針を遵守し，日本国内
レベルでの安全管理が求められてきた。しかし規則だ
からという理由だけで現地の作業員に厳しく指導して
もすぐに守られなくなったり，辞めてしまうことがし
ばしばであり，各コントラクターが工夫を凝らして繰
り返し安全確保の必要性を説き，時には褒め時には叱
咤しながら，実務を通して年数を掛けて漸く達成され
てきたものである（写真─ 7，8）。最近では重大事故
の発生は無く，ローカルの安全管理者中心でニアミス
や不安全事象の段階で事故芽を摘むことが少しずつで
きるようになってきている。このようなプロジェクト
を通じた安全・品質の向上や人材育成なども日本の技
術を活用した重要な支援と言えるだろう。

6．おわりに

建設機械施工という技術協会誌には少しそぐわな
かったかもしれないが，正当な技術報告とは少し違っ
た観点で途上国における中古建機や人材の問題につい
て話をさせて頂いた。日本では高齢化や人口減少に伴
う人手不足が問題となり，建設業界においても省力化
のための技術革新や外国人人材の活用が模索されてい
るが，特に既存都市部の地下における鉄道建設や地下
街開発等の工事においては，エポックメイキングな技
術で大きな変革がもたらされるにはまだかなりの時間
を要すると思われ，引き続き“人”と人が動かす“建
機”に頼る部分が大きいと思われる。一方アジアのイ
ンフラ整備，開発需要は，昨今の生活やビジネススタ
イルを大きく変える技術革新のスピードも追いつかな
い程である。しかし現実の建設，開発のスピードはそ
れほど改善されずそのギャップは開く一方である。双
方とも新しい技術を取り入れつつも，如何に今存在す
る“人”と“機械”を有効に活用するかを考えなけれ
ばならない。アジアの現場では人材も建機も足りてい

図─ 4　�建設作業員向け安全テキスト（出典：ベトナム建設人材育成推進
協議会）

写真─ 7　作業員に対する現場安全教育風景（出典：三井住友建設提供）

写真─ 8　現場に掲示された安全啓蒙スローガン（出典：三井住友建設提供）
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ない。手に入るもので何とかしのいでいるのが実情で
ある。今や一国の問題としてヒトやモノの不足を考え
る時代ではない。日本で人手不足解消のために外国人
の就労を認め，技術を教え込んでも，技術を身に付け
た技能者は遠からぬうちにアジアの旺盛な需要に引き
抜かれるであろう。これからは日本国内の問題であっ
ても我々がアジア圏の一部として存在していることを
再認識しなければならず，その一部としてどのように
活動し，どこでどのようにヒトやモノを調達するかを
アジア全体で考えなければならないだろう。日本の建
設業界も国内で育てた人材を積極的に海外に送り出
し，その人材を現地の軸に据えて更に現地でのビジネ
スや人材育成に投資し，そこで培った技術や人材をま

た日本国内や別の国に送り込むという地域や世代を跨
いだ持続的な還流を作ることが重要であると考える。
アジアの建設・開発事業に携わるひとりとして我が国
の発展イコールアジアの発展となるよう願う次第であ
る。
 

［筆者紹介］
石原　義之（いしはら　よしゆき）
日本工営㈱
コンサルタント海外事業本部　鉄道事業部
鉄道技術部
課長
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ミャンマー国ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業 
スタート

長　澤　一　秀・ユインヨンラッタナクル・ナレントーン・菊　入　　　崇

ミャンマー最大の商業都市ヤンゴン，首都ネピドー，第二の商業都市マンダレーを結ぶ重要路線である
ヤンゴン・マンダレー線は，開業以来 130 年経過し，ミャンマーの経済発展及びアセアン経済統合に際し
て，旅客・貨物の輸送需要が高まる一方で，列車走行速度低下・遅延・脱線事故などが生じ，輸送サービ
スの低下が課題となっている。本事業は本邦技術を活用した質の高い設備の構築を目指すと共にミャン
マー企業の育成を図り，もって，同国の経済発展に寄与することを目指している。そのリハビリと近代化
を図る事業がスタートした。
キーワード：ミャンマー，ODA，インフラ輸出，本邦技術

1．はじめに

ミャンマーは人口 5141 万人（2014 年 9 月，人口省
のセンサス）の人口を持ち，アセアンの中では人口規
模は中規模の国である。面積は 68 万平方キロで日本
の 1.8 倍の面積を持ち，タイ，ラオス，中国，インド，
バングラディシュなどと国境を接し，アセアンと南ア
ジアを結ぶ重要な位置に占めている（図─ 1）。
中国はミャンマーをベンガル湾への出口，更にはア

フリカへのルートとして重要視している。また，イン
ドは中国の緩衝地帯として，タイは労働力の供給国と
して重要視するなど，政治的に周辺国と関係をうまく
構築しなければならず複雑な国と考えることができ
る。

日本との関係では太平洋戦争時代の日本の侵攻に簡
単に触れる。1941年 12月に始まった太平洋戦争で，日
本軍は翌年 3月にはラングーン（現ヤンゴン）を占領し
ている。この時期タイからビルマへの補給路として泰
緬鉄道の建設を強行し，多くの現地人，連合軍捕虜の
犠牲者を出すという悲惨な結果を招いた。また，インパー
ル作戦は多くの日本軍の犠牲者を出すという失敗作戦
として知られている。このような中で，日本はビルマ
の英国からの独立を支援したとのことでも知られる。
戦後，日本はアセアン各国との賠償交渉に当たり，
まず，1954 年に最初にミャンマーとの間で，「日本ビ
ルマ平和条約及び賠償・経済協力協定」を締結した。
その内容は賠償額 2億ドル，経済協力を 10 年間で 5
千万ドルを行うという内容であった。
戦後，最初の賠償締結国ビルマとは日本側に配慮し
た金額で締結することが出来，その後他のアセアン各
国との戦後賠償交渉を行う際のベンチマークとなり，
わが国の戦後復興において，戦後賠償が大きな足かせ
とならずに済んだ。そのことは，わが国がミャンマー
に最大限に感謝すべきことであると考えている。
我が国からは 1954 年以来 2015 年までに 800 億円以
上の技術協力，2900 憶円以上の無償資金協力，1兆円
以上の円借款が供与されている 1）。
ここで特筆すべきことは，1968 年に開始した円借
款事業は，1989 年からの軍事政権下で一旦停止して
いたが，2010 年に民主的な選挙が実施され，アウン
サン・スー・チー氏の自宅軟禁解除，ミャンマーの民
政移管がなされたことを受け，2012 年にテイン・セ

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

出典：外務省　ミャンマー
図─ 1　ミャンマーの位置
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イン大統領の来日の際に，約 1700 億円の延滞金を免
除すると共に，円借款を再開した。それ以降毎年ミャ
ンマーの経済発展のために 1000 億円以上の円借款を
供与している。ミャンマーは我が国の戦後の復興・発
展において非常に大きな役割を果たしてくれた国であ
り，それへの恩返しの意味合いもあると考えている。

2．ミャンマー経済の現状とインフラ支援

ミャンマーは近年のマクロ経済は順調に伸びてお
り，年 7％程度の成長率を達成している。国際通貨基
金（International Monetary Fund：IMF）は今年 4
月に「4条協議」年次審査報告書を発表し，2018 年度
（18 年 10 月～ 19 年 9 月）の経済成長率を 6.4％と予
想している 2）。2018 年度は経済の減速の兆しが見え
下方修正しているが，一方で，中長期的な見通しは依
然として好調であり，経済成長率は徐々に 7％近くに
上昇すると予想している（表─ 1）。
長期的な経済見通しとして，ミャンマーの人口ボー

ナスと戦略的な立地から，世界経済の成長の原動力に
なると考えられ好調だと理由づけている。しかし，こ
の予想を活かすためには，ミャンマーは平和と安定を
確保し，大規模インフラプロジェクトからの財政リス
クを管理する必要があると記載されている。
また，IMF4 条協議レポートにおいては，ミャンマー

のインフラの質をアセアン各国と比較して，最も低い
と評価している（図─ 2）。

特に，電化率は 37％（2017）3）であり，ヤンゴンで
は夏場はほぼ毎日 2～ 3時間計画停電があり，外国投
資の妨げとなっている。
また，物流ネットワークもまだ不十分であり，ミャ
ンマーの発展のためには電力供給と交通インフラの整
備が大きなネックとなっている。

3． 全国運輸交通インフラ整備計画マスター
プラン作成

ミャンマーのように一人当たりGNPが 1000 ドル以
下の国の発展のためには，インフラの整備が不可欠で
あるが，十分な予算が配分されず，民間企業による自
由な経済活動や外国資本の参入機会が限られている。
ミャンマー政府からの要請を受けて JICAは，2012
年から 2014 年にかけて，全国の運輸交通の整備計画
を策定するマスタープラン調査を実施した。
このマスタープラン調査は，「基幹となる運輸交通
インフラ整備は，高い経済成長，豊かな社会開発を目
指すミャンマー政府が今取り組むべき喫緊の課題であ
り，また，基幹運輸インフラの整備は国内の社会・経
済活動の活性化だけでなく周辺国との交易促進のため
にも不可欠である。さらには，物理的なインフラ整備
だけでなく，関連する技術者の育成や関係機関の計画
調整機能強化も重要な課題であるとして，2030 年ま
でをターゲットとして運輸交通インフラ整備のロード
マップを作成した。」4）

2014 年当時，2015 年に予定されていたASEANの
経済統合を見据えて，この経済統合を発展の機会とし
て最大限生かそうという意味合いがあった。
このマスタープランは，ミャンマーの経済発展に当
たって，頑健で持続可能かつ健全な運輸交通体系を構
築するための長期ビジョンを示す最上位の計画書であ
り，主要計画課題はインフラ投資の効率性を考慮し，
国土の空間開発フレームを経済回廊に注目し，それを
適切に選定し，優先順位をつけて提案している。
このマスタープランで提案された国土開発フレーム

（経済回廊）について，優先整備回廊とその整備ツー
ルをいくつか紹介する。
A：中央南北回廊（円借款によるヤンゴン・マンダレー
鉄道整備事業），B：東西回廊（円借款及びADB借款

表─ 1　ミャンマーのGDP成長率（％）（2013 ～ 18は実績，2019 ～ 2024 は予測値）

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
GDP 成長率（％） 7.9 8.2 7.5 5.2 6.3 6.7 6.4 6.6 6.7 6.9 6.9 7.0

出典：IMF（World�Economic�Database,�April�2019）

出典：IMF4 条協議レポート，2019
図─ 2　アセアン各国のインフラの質の比較
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による東西道路整備），C：北部回廊，k：西部南北回
廊（主要河川回廊を含み，無償資金協力によるマンダ
レー港整備）などである（図─ 3）。
全国運輸交通マスタープランで提案された経済回廊

の中で，最優先整備事業として位置づけられたのが，
中央南北回廊整備である。
現在ミャンマー経済の 5 割を占め，2030 年には 6

割を占めるものと予測されている。また，旅客と貨物
流動も約 6割になると予測されている。その中で優先
事業として提案されたのが，ヤンゴン・マンダレー鉄
道整備事業（以下，「YM事業」）である。

4．インフラシステム海外展開と円借款

「少子高齢化が進行する我が国において，世界の旺
盛なインフラ需要を取り込むことは重要な成長戦略で
ある。」として，官邸，国土交通省などが政府を挙げて，
日本の「強みのある技術・ノウハウ」を最大限に活か
すべく，インフラシステムの海外展開に積極的に取り
込んでいる。
「ミャンマーに対しては，平成 28 年 11 月にアウン・
サン・スー・チー氏，12 月にティン・チョウ大統領が
訪日した際に，官民合わせて，5年間で 8000 億円規

模の貢献を発表し，YM事業が位置づけられている。」5）

また，国土交通省のインフラシステム海外展開計画
2018 において，「ミャンマーにおいて，YM事業は我
が国企業が新たな受注を獲得する観点から，今後 3～
4年間に注目すべき主要プロジェクトとして位置づけ
られている。」6）

このように円借款によるYM事業が我が国のイン
フラシステム海外展開政策の一つとして位置づけられ
ている。

5． ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業（YM
事業）の概要

ミャンマー国の鉄道網の総延長は，6072 km（2015
年時点）におよび，全路線をミャンマー国鉄（Myanma 
Railways。以下，「MR」）が管理・運営している。ミャ
ンマーの鉄道は 1877 年，英国支配のイラワジ州鉄道
として，ヤンゴン・ピィー間（259 km）が開業し，
日本の新橋・横浜間の鉄道開業より 5年遅れである。
その後，ヤンゴン・マンダレー鉄道（以下，「YM鉄道」）
（約 620 km）は，英国植民地時代に，ヤンゴン・タン
グー間が 1886 年に建設され，マンダレーまで 1889 年
に延伸された 7）（写真─ 1）。
当時から同国の経済動脈であり，現在もミャンマー
最大の商業都市ヤンゴン，首都ネピドー，第二の商業
都市であるマンダレーを結ぶ重要な幹線鉄道である。
YM鉄道が通るヤンゴン地域，バゴー地域，マンダレー
地域には全人口の 4割，2千万人（2014 年）が居住し
ている。
ミャンマーの経済発展に伴い，YM鉄道による旅客・
貨物の輸送需要が高まる一方，長年，保守整備が適切
に行なわれてこなかったため，安全かつ安定した列車
運行ができない状況にある。軌道狂いによる列車事故

出典：ミャンマー国全国運輸プログラム形成準備調査ファイナルレポート
図─ 3　国土開発フレーム（経済回廊）の提案

出典：JICA 調査団
写真─ 1　YM線長距離列車
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が発生している他，橋梁の老朽化・劣化により列車運
行速度の制限，といった問題を抱えている。
現在，物流の主役は道路輸送に取って代わられてい

る。旅客輸送もヤンゴン・マンダレー間で高速バスの
所要時間が 10 ～ 11 時間であるのに対し，鉄道での所
要時間は約 14 ～ 15 時間という状況である。
一方で，ミャンマー経済の 5割を占める経済回廊で

あるヤンゴン・マンダレー間の経済活動は著しく成長が
見込まれており，高速道路の大型トラックの通行制限
から，より一層鉄道による輸送分担が期待されている。
このような中，2013 年 1 月の「ミャンマー開発協

力フォーラム」で，当時の鉄道運輸省（MORT）は
ヤンゴン・マンダレー間の鉄道改良事業を最優先事業
として位置付け，ミャンマー側より優先度の高いプロ
ジェクトとして FS（Feasibility Study：実現可能性
調査）が日本政府に要請された。
全体は当初 3フェーズに分割することを計画してい

たが，ミャンマー側から工期短縮の強い要望を受け，
全体をフェーズ 1（ヤンゴン・タングー間：270 km），
フェーズ 2（タングー・マンダレー間：350 km）と区
分（図─ 4）し，円借款契約を締結した（フェーズⅠ：
2014 年 9 月，フェーズⅡ：2018 年 3 月）。フェーズⅠ，
Ⅱ共に JICAの資金で詳細設計調査を実施しており，
現在フェーズⅠ区間は，主要なパッケージは入札を終
え，事業実施中である。フェーズ 2区間は詳細設計調
査実施中である。
YM事業は，いわば日本の東海道本線の改良事業に

当たり，2大都市間の旅行時間短縮と物流の増大を図
るもので，プロジェクトのターゲットは以下の通り設
定されている（表─ 2）。
100 年以上活用してきたMRの古い施設の改良に際

しては，MRは自身の列車運行ルールがあり，日本側
の提案する新たな設備，ルールを簡単に了承するとい

う事はしない。新しい設備，ルールの導入に当たって
は，MR側への根気強い説得と理解を求める努力が必
要であった。
YM線の整備において，フェーズ 1の FS から DD
の段階において，軸重を 12.5 t から 20 t へ前提条件の
大きな変更が求められることとなった。2014 年 10 月
の UNESCAP が主導している TAR（Trans Asian 
Railway Network）の議論を経て，橋梁，路盤等全て
軸重 20 t に対応した設計に変更を余儀なくされること
となった 8）。これは，ミャンマーがアセアン域内の物
品関税をゼロにする AEC（ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY：アセアン経済共同体）への加盟のた
めに，周辺国との将来的なレールの連結，軸重の共通

表─ 2　プロジェクトのターゲット

項　　目 現状 改良後

最高速度
特急列車 68 km/h 100 km/h
貨物列車 48 km/h 70 km/h

ヤンゴン・マンダレー間の
所要時間

特急列車 15 時間 8時間
貨物列車 30 時間 －

ヤンゴン・マンダレー間の
運転本数

特急列車 2往復 13 往復
貨物列車 1往復 11 往復

軌道
レール 37 kg/m 50 kg/m

ロングレール化 無し 実施
軸　　重 12.5 t 20 t

完成予定時期 2024 年
出典：JICA 調査団

出典：JICA 調査団
図─ 4　プロジェクト位置図
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化を目指していたことが背景にある。
YM事業は 2017 年 9 月に，既にそのパッケージ，

概略のスケジュールについて JICAの説明会でオープ
ンにしている。フェーズ 1は土木・信号 3パッケージ
を含む 9パッケージ，フェーズ 2は土木・信号 4パッ
ケージを含む 10 パッケージを予定している。
なお，フェーズ 1及びフェーズ 2を含む全体の事業

スケジュールは，土木・信号パッケージ及び車両調達
等のパッケージについて，2024 年に完工することを
現時点では目指している。

6． 老朽化した設備の更新にかかる工夫，本
邦技術の導入

上記のプロジェクトターゲットを達成するために，

老朽化した設備の更新においては様々な工夫をせざる
を得ないこととなった。YM線の現状をいくつか紹介
したい。軌道狂いの状態（写真─ 2），橋梁の状態（写
真─ 3）。

（1）橋梁
ヤンゴンからマンダレー間（620 km）にある橋梁
総数は，桁構造なしを含め，1747 橋がある。既存橋
梁の設計軸重は基本的に 12.5 t を用いて設計されてい
る。多くの橋梁が上部工と下部工が老朽化して，構造
的に不安定である。また，将来の貨物輸送を考慮して，
設計軸重の 20 t に対応できるよう，橋長により架替
え工法を選定する。
（a）PVC，ヒューム管に更新（図─ 5）
橋長 3 m以下の橋梁は，基本的に PVC，ヒューム
管に架替える。
（b）ボックスカルバートに更新（図─ 6）
橋長が 3 mを超えて 28 m以下の橋梁をボックスカ写真─ 2　軌道狂いの状態

写真─ 3　トラス橋とブリックでできた橋脚

出典：JICA 調査団
図─ 5　PVCとヒューム管の更新計画

出典：JICA 調査団
図─ 6　ボックスカルバートの更新計画
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ルバートに更新する。その長所として，1）杭体を必
要としない，2）支承部を必要としない，3）既設橋台
を撤去する必要がない，4）新設の桁式橋梁と比較し
てコスト及び施工性の面で優れる，などのメリットを
考慮してのことである。
（c）PC桁に更新（図─ 7）
橋長 28 m以上の橋梁は桁式橋梁に更新する。既存

の鋼製桁は，既に築造後 100 年以上経過しているもの
が数多く存在している。将来の維持管理費を最小限に
するために，PC桁を選定した。また，現在線の上・
下線間の離隔を考慮して，適切な計画を選定する。現
在線の上 ･下線間距離が大きく開いていない場合で，
本線左右に支障物が存在する，もしくは周辺地盤が軟
弱な場合に，単線運行を確保しながら，現平面線形か
らの改変を最小限に抑えることを目的に適用する（タ
イプ－1）。一方，現在線の上 ･下線間距離が大きく開
いている場合や本線左右に支障物が存在せず，且つ周
辺地盤が軟弱でない場合に，単線運行を確保しながら
既設の位置またはその近傍に建設する（タイプ－2）。

（2）単線運転の工夫
本プロジェクトは，現在の列車運転を継続しながら

の改修工事となる活線工事である。したがって，上下
線のうち，一方の線路で単線運転を行い，もう一方の
線路を使用停止して改修工事を行う。この改修工事お

よび単線運転をスムーズに行うため，各パッケージを
それぞれ 3つの小工区に分け，1つの小工区につき乾
期を中心として改修工事を行う。
また，YM線は国道から大きく離れた箇所が多く，
その現場へバラスト，まくらぎ，レールなどの膨大な
量の資機材を列車で運ぶ必要があることから，単線運
転を行う区間においては，4 時間程度の間合いを設
け，工事用列車を運転できるようにする。

（3）工期短縮にかかる工夫
運輸通信省（MOTC）及びMR は 2013 年当時の
FSに基づき，YM線整備事業の 2023 年完工を既に国
会に説明している。そのこともあり，フェーズ 2（タ
ウングー・マンダレー間）の詳細設計調査において，
フェーズ 2の完工時期を 2023 年末とするように強く
求めてきている。
JICA詳細設計調査団は，土木パッケージを 4パッ
ケージに分割することや，まくらぎの生産やMTT（マ
ルチプルタイタンパー）の調達を土木・信号パッケー
ジに先行して実施させることにより工期の遅延リスク
を最小化するための工夫を図っている。

（4） 電気式気動車（DEMU：Diesel Electric Multiple 

Unit）の導入（図─ 8）
ヤンゴン・マンダレー間 620 kmを 8 時間で走破す

出典：JICA 調査団
図─ 7　桁式橋梁の更新計画
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るためには，評定速度 78 km/h をクリアする必要が
ある。現在MRが使用している機関車＋客車ではそ
の能力がないことから，新たな車両を導入する必要が
あった。日本側は日本で実績のある気動車（DMU）
を提案したが，ミャンマーには日本の中古車が既に約
200 両以上入っており，MRはこれまで液体変速機な
どのメンテナンスで苦労してきた経験から，電気式の
気動車の導入を強く要求し，メンテナンスの容易さを
考慮し，電気式気動車（DEMU）を導入することで
合意した。

（5）本邦技術の導入
現在のMRでは，BS75 レール（37.2 kg/mレール）

が使用されているが，列車の高速性及び安全性の確保
のために，日本の鉄道の標準的な規格である 50 Nレー
ルを導入することとして，MR側と合意した。また，
時速 100 km での通過が可能となる 10 番，12 番分岐
器の採用も併せて決定している。合わせて，レールの
ロングレール化を図り，乗り心地の改善，軌道メンテ
ナンスの省力化を図ることも決定している。
列車が高速に走行することとなった際には，併せて

その安全性を確保する必要があり，自動列車停止装置
の導入は不可欠である。ミャンマーには，日本から中
古気動車（DMU）が多く導入されていることから，
その気動車との互換性を考慮したATP（ATS-S 型）
を導入することとした。ATS-S 型は国鉄時代から数
十年の使用実績があり，まだ多くの線区で使用されて
いる信頼性の高い装置である。

7．残された課題

① ヤンゴン駅とパズンダン駅間に存在するYM線
と YCR 線の平面交差によりYM線と YCR 線の
上下運行本数は 1時間当たり 9本程度に制限され

出典：JICA 調査団
図─ 8　新型DEMU

ており，YM線及びYCR線の運行本数を増加さ
せるためにはこのボトルネックの解消が求められ
る。これにより，YM線とYCR線それぞれの運
行本数が数倍となり，円借款の事業効果が一層高
まることが期待される。
②  ADB調査によれば，MRの貨物輸送量はYM線
の改良後には約 20 倍（2030 年）に伸びると推定
されている 9）。一方，ヤンゴンの南 20 kmに現在
建設中のティラワ工業団地（将来規模 4000 ha）
には多くの日本企業が立地し，生産品のミャン
マー内陸部への輸送手段としてYM線の活用が
期待されている。しかし，現ティラワ線は単線，
軸重 12.5 t の路線であり，YM線への大量輸送に
は課題が多く，ティラワ港への引き込み線の建
設及びティラワ線軌道，橋梁の改修が必要とな
る。この改修により，YM線の事業効果がより
高まることとなる。

8．おわりに

ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業は 2013 年に FS
を実施してから 5年経過してようやく始まったばかり
である。その間，詳細設計調査，入札等の経なければ
ならない業務，手続きを順番にこなしてきてはいる
が，スタートするまでに既に多くの問題に直面し，そ
れをひとつずつクリアしてようやくスタートラインに
立ったというのが正直なところである。
ミャンマーの人々はヤンゴン・マンダレー鉄道の整
備事業が完成し，真新しい日本の車両（DEMU）がミャ
ンマーの田園風景を駆け抜けるのを待ち望んでいると
思うと，目の前の難問を早く解決し，その姿を届けた
いと思うものである。
また，ミャンマーは，日本の戦後賠償において，日
本側に配慮した賠償金で妥結してくれた最初の国であ
り，その恩恵に大いに浴しているという事を肝に銘じ
て，ミャンマーの援助案件に携わる必要があるものと
考えている。
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高輪ゲートウェイ駅新設工事

牧　野　俊　司・田　中　　　大・小　倉　　　徹

品川開発プロジェクトでは，品川車両基地の見直しを図り創出された大規模用地を活用し，「グローバ
ル　ゲートウェイ　品川」として世界中から先進的な企業と人材が集い，多様な交流から新たなビジネス・
文化が生まれるまちづくりの実現に向けた検討を進めている。この新たな国際交流拠点となる街への玄関
口として，田町駅～品川駅間に新たな駅となる「高輪ゲートウェイ駅」を現在建設中である。本稿では高
輪ゲートウェイ駅新設工事の概要および進捗について報告する。
キーワード：建築，新駅，車両基地，線路切換，再開発，国際交流拠点

1．はじめに

品川開発プロジェクトでは，品川車両基地の見直し
を図り創出された大規模用地を活用し，「グローバル
ゲートウェイ　品川」として世界中から先進的な企業
と人材が集い，多様な交流から新たなビジネス・文化
が生まれるまちづくりの実現に向けた検討を進めてい
る。この新たな国際交流拠点となる街への玄関口とし
て田町駅～品川駅間に新たな駅を現在建設中であり，
デザインアーキテクトである隈研吾氏監修のもと，
「和」や「エキマチ一体」を感じて頂ける駅デザイン
となっている（図─ 1）。この新たな駅は地域の歴史
的特情やこれからの開発に向けたコンセプトなどを考
慮し，新しい駅が過去と未来，日本と世界，そして多
くの人々をつなぐ結節点として街全体の発展に寄与す
る意味を込めて駅名を「高輪ゲートウェイ駅」に決定
した。本稿では高輪ゲートウェイ駅新設工事の概要お
よび進捗について報告する。

2．計画・設計概要

（1）開発経緯・全体計画
品川駅・田町駅周辺エリアは，首都圏と世界，国内
の各都市をつなぐ広域交通結節点としての役割が強
まっており，目指すべき将来像等について国・東京都・
関係区等と検討を進めてきた。その中心付近に位置す
るのが品川車両基地であり，平成 27 年 3 月 14 日の上
野東京ライン開業に伴う駅施設の改良や新車両基地の
整備，車両基地跡地開発に向けた旧施設の撤去更地化
などを行ってきた。基地設備や車両留置箇所の見直し
を行った結果により創出された約 13 ha の大規模用地
について再開発の検討を行い，地域と連携しながら従
来の発想に捉われない国際的に魅力のある交流拠点の
創出を図っていくことを目指し計画を進めた。その一
連の計画の中で国際交流拠点となる新たな街の玄関口
として田町～品川駅間に新駅を設置することとし，新
駅となる高輪ゲートウェイ駅を JR品川車両基地跡地
内の田町駅から約 1.3 km，品川駅から約 0.9 km 付近
に新設することとした。現在工事を推進中であり，
2020 年春に暫定開業を予定している（図─ 2）。

（2）ホーム計画
高輪ゲートウェイ駅のホーム形態は線路別島式 2面
4線（山手線，京浜東北線）である。全長 210 mの京
浜東北線ホーム及び230 mの山手線ホームは桁式ホー
ムで設計を行った。桁式ホームはホームドアを設置す
る計画であり，設計上地震時の水平変位を 10 mm以
下に抑える必要があったため，2柱式のホームに高さ

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

図─ 1　高輪ゲートウェイ駅イメージパース
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1 m幅 6 mの RCコンクリート造の地中梁を設置する
ことで，地中梁の前面抵抗を確保し，水平抵抗を基準
値以内に抑えることにした。

（3）駅舎部
高輪ゲートウェイ駅が国際交流拠点となる街の中核

施設として象徴的なデザインとなることを期待し，駅
舎設計の実績を持ち，かつ世界で活躍している隈研吾
氏をデザインアーキテクトとして起用した。日本の魅
力を発信していくために，日本の伝統的な折り紙をモ
チーフとした大屋根を，障子をイメージして「膜」や
「木」等の素材を活用し，「和」を感じられることや，
膜屋根をランダムに折ることで，駅の多様な表情を生
み出す計画とした。新・国際都市として人と地域をつ
なぎ，駅と街を一体的な空間として感じていただける
「エキマチ一体」を実現し新しい街の魅力を発信する
ため，駅舎東西面に大きなガラス面を設ける計画とし

た。また，コンコース階に約 1,000 m2 の大きな吹き
抜けを設けることにより，「えき」から「まち」，また，
「まち」から「えき」を見通せることで一体的な空間
を創る計画とした（図─ 3）。

3．施工概要

（1）土木工事
（a）大屋根基礎部
大屋根基礎は鉄筋コンクリート造であり，駅舎のシ
ンボルである大屋根を支える上家からの雨水貯留槽機
能を兼ねた基礎となっている（写真─ 1）。杭の長さ
は約 17 mでφ 2.0 m ～ 2.8 m の基礎が 12 柱あり，大
屋根の雨水対応として基礎内部に上層・下層スラブを
設け，貯水槽を設置することとした。杭はオールケー
シング工法で施工し，東海道上り線の近接箇所は夜間

図─ 2　配置図

図─ 3　高輪ゲートウェイ駅概略図

写真─ 1　大屋根基礎部施工状況
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線路閉鎖での施工，その他は昼間施工で行った。120 t
クローラークレーンによる杭掘削であるため他の営業
線近接箇所に比べて施工進捗が早く 17 mの杭 1本の
掘削は夜間線路閉鎖での施工で 2日，昼間施工では 1
日で完了し，鉄筋かごの設置からコンクリート打設は
1日で完了した。ケーシングの挿入にあたっては全周
回転機を設置するために，地耐力を測定したところ地
盤改良が必要となったことから，撹拌による地盤改良
工を行った。
大屋根基礎貯留槽を施工するにあたり鋼矢板土留壁

による約 3 m掘削を行う必要があった。起点方鋼矢
板は過去に使用していた高輪ゲートウェイ駅の地下を
走る車路の鋼矢板を残置しておき利用した。大屋根柱
との接合部となる露出型弾性固定柱脚を設置する貯留
槽は，下床版を 1回で打設したのち柱脚を設置したう
えで，梁と上床版を 1回で打設を行った。梁と上床版
のコンクリート打設量は 700 m3 を超え，ポンプ車を
2台据え計 160 台のコンクリートミキサー車を使用し
て 1 日で打設を行った。貯水槽の底版の最大厚さは
1,000 mm，梁の最大厚さは 1,800 mm でありマスコン
クリートとなることに加え暑中期での打設となること
から温度ひび割れが懸念された。そこで温度応力解析
を行い，ひび割れ指数の改善度が最も高かった膨張剤
入りの低熱ポルトランドセメントでの打設となった。
（b）ホーム部
山手線・京浜東北線のホームは地中梁を備えた桁式

ホームであり，ホーム杭はプレボーリング場所打ち杭
で昼間施工にて行った。杭の支持層管理は土木工事標
準仕様書による駆動電流値による管理が杭長上厳しい
ため，トルク計による管理とピット先端に付着する土
砂の土質による管理を行った。トルク計にてトルク値
が大きくなった深さにて一旦ケーシングの残尺を測定
し，H鋼を沈設後のH鋼天端高さとH鋼の長さから
差引を行い根入れ長の確認を行った。支持層深さは設
計時の地質調査とほぼ同じ深さであった。
横桁は先述の地震時水平変位を抑える目的に，柱と

横桁が剛結となっているため，柱のベースプレートは
現地のアンカーを測量して穴をあけるものの 1つの穴
の施工誤差は 5 mm以下であり，一基あたり 16 個の
アンカーを一度に接合するためかなり高い施工精度が
必要となっていた。そこで，地中梁にφ 50 mmのシー
ス管を仕込んでおき，そこにアンカーを後から埋め込
むように構造を変更した。当初の設計ではアンカーと
桁にあける孔の寸法差 2 mmの施工余裕しかなかった
が，変更後はアンカーとシース管の寸法差約 25 mm
の施工余裕ができた。シース管に埋め込むためアン

カーボルトの形状を J字筋から直筋に替えたことで，
アンカーの定着状況としてはあと施工アンカーと同様
の定着形式となるので，引抜試験を実施することとし
た。しかし，本設アンカーでの引抜試験は桁架設後に
充填する無収縮モルタル硬化後となり，桁の補強版（リ
ブプレート）等がある狭いスペースでは，試験機を据
え付けることが不可能であった。そのため，本設アン
カーとは別にダミーアンカーを設置して引抜試験を実
施した。地中梁のコンクリート打設ごとに，引抜試験
用ダミーアンカー用に拡幅した箱抜き型枠を 1箇所設
置した。概ね地中梁 3基に 1箇所程度の割合で引抜試
験を行い，アンカーボルトの引抜強度を確認した。
PC板の設置は，平成30年6月の線路切換工事によっ
て京浜東北南行線が工事中の高輪ゲートウェイ駅を通
過するため，路盤工事完了後で全線が土工線である平
成 29 年 10 月～平成 30 年 4 月の期間で行った。PC
板は約1,200 mm×5,000 mmで伸縮目地の位置がホー
ム桁部分を沿うように設置した（写真─ 2）。

ホームタイル工事に関して，線路切換工事によって
京浜東北南行線が使用開始となることから，先行して
南行線の先端タイルを設置した。タイルの先行設置を
行った京浜東北南行線を第 1回線路切換から1年経過
後にホームマスターにて計測した結果，てん充区間にお
いて約1～2 mm安全側に動いている傾向が見られた。
今回使用している警告誘導タイルは，コンコース階
で使用する警告誘導タイルと統一するため，ホーム仕
様にした 300 mm× 300 mmの特注サイズを使用して
いる。また，今回使用する警告誘導タイルの色が通常
より淡い色を使用しているため，ホーム部の木目調タ
イルとの輝度比について試験を実施し，2.0 以上確保
している事を確認した。ホーム部に使用するタイルに
ついては，木目調の大判タイル（300 mm× 600 mm，
厚さ 20 mm）で舗装を行った。一方で，大判タイル

写真─ 2　ホームPC板施工状況
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をホーム舗装に適用した事例がなく，過去のタイル舗
装による施工では，供用開始後にひび割れが発生する
事例が多いことから，京浜東北線のホーム端部にホー
ムタイルを先行設置し，汚れやひび割れが発生しない
かの曝露試験とすべり試験を行った。試験結果として
は，各試験体のタイルの CSR 値（滑り抵抗係数）は
設定値を満たしており，経年劣化は見られなかった。

（2）建築工事
（a）大屋根柱杭工事
大屋根の柱が配置される直下には，高い耐力と面剛

性を確保するために，基礎梁と上床板（鉄道土木構造）
を設けている。他部分は高輪ゲートウェイ駅の地下を
走る車路との干渉を避けるため，1柱 1杭の構造形式
とした。杭はすべてオールケーシングとし，土木構造
物として 24 本，建築構造物として 18 本の，計 42 本
となっている。建築杭の長さは約 17 mでφ 2.0 m ～
2.8 m である。地下水位は GLから約 2 mの深度にあ
り，支持層は GLから約 17 mの深度にある砂礫層で
ある。
施工は，施工当時において施工現場に最も近接して

いた営業線である東海道線上りの軌道中心から 8 m
（施工基面幅 3 m＋線路に近接する範囲 5 m）に入る
8本を夜間の列車間合いで，それ以外は昼間施工とし
た。杭の掘削時に支障物等は特になく，昼作業は 2日
で 1本，夜間作業は 3日で 1本と，鉄道工事としては
比較的短期間での施工が可能であった（写真─ 3，4）。
（b）人工地盤鉄骨建方
人工地盤の鉄骨建方には，350 t クローラークレー

ン 3台を使用した。東海道線上りの軌道中心から 5 m
に入る 2階の床張り出し範囲は線路閉鎖間合いで，そ
れ以外の範囲については昼間の列車間合いにて施工し

た。また，軌道中心から 5 mの位置にはレーザーバ
リアを設置し，吊荷が軌道側に飛び出さないよう配慮
した（図─ 4）。
使用開始後のメンテナンス性とデザイン性に配慮
し，配線は鉄骨のウェブの間に納まる設計となってお
り，経路である人工地盤下にはほぼ全面にわたり床版
を施工することとした。施工は人工地盤鉄骨からの吊
り足場及びホーム階からステージ足場を設置すること
とし，軌道エリアとの作業分離が図れるようにした。
本現場では，人工地盤鉄骨の現場溶接の一部で，ロ
ボット溶接を採用している。現場溶接は個々の技能者
の技量に依るところが大きく，少子高齢化等の影響に
より，熟練した溶接技能者の確保が将来的に困難とな
ることが予想されており，適切な溶接条件を定めれば
安定的な品質確保が可能となるロボット溶接の活用が
期待されており，特に高度な溶接技量が求められる下
フランジの上向き溶接（ロボットオペレーター有資格写真─ 3　杭掘削施工状況

写真─ 4　鉄筋かご建込施工状況

図─ 4　人工地盤建方区分図
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者従事）の約 40 か所でロボット溶接を行った。外観，
超音波探傷試験ともに合格率は 100％であり，高い施
工精度が確認できた（写真─ 5）。
（c）大屋根架構
高輪ゲートウェイ駅のシンボルとなる屋根は約

4,000 m2 の大屋根となっている。大屋根は 12 本の四
股柱で支えている構造となっており，屋根には二種類
の膜材を利用している。水平面には透過性が高く明る
く快適な室内を構成することを目的に，ガラス繊維に
四フッ化エチレン樹脂をコーティングした厚さ 0.8 
mmの白色膜材を採用した。垂直面にはコンコースへ
の採光を目的に，高性能フッ素樹脂ETFE（エチレン・
テトラフルオロエチレンポリマー）フィルムを複層に
した厚さ 0.5 mmの透明膜材を採用した。
大屋根鉄骨の架設にあたり，吹抜け部に仮覆工とし

て構台架設を行い，大屋根鉄骨を仮受けするためのベ
ント材を 47 基設置した。ベント架設後は内部足場の
架設を行ったが，複雑な足場計画となるため，検討に
は3Dを活用した。大屋根の架設時は，350 tクローラー
クレーン 2台を使用し，京浜東北線南行の軌道中心か
ら 8 m（施工基面幅 3 m＋線路に近接する範囲 5 m）
以内の鉄骨については線閉作業にて建方を行い，それ
以外の箇所については昼間作業にて建方を行った。建
方の精度管理を行うため，計測を 2箇所から行い 3次
元（X，Y，Z座標）で計測管理を行った。鉄骨建方
完了後，仮受けしていたベント材から本設柱に荷重を
移すため 4ステップに分けてジャッキダウンを行った
が，施工誤差は数十ミリに収まった。
膜屋根施工時は全て昼間作業で行い，350 t クロー

ラークレーン 2台を使用し，16 枚の膜屋根を現場に
て展張した。展張時は 2 mピッチ以内に仮止めを行
い，その後ボルトにて最終固定した。
（d）上家鉄骨建方
高輪ゲートウェイ駅では東京方・品川方の各ホーム

に上家を新設する。上家の面積は東京方・京浜東北線
は約 230 m2，東京方・山手線は約 340 m2，品川方・

京浜東北線は約 420 m2，品川方・山手線は約 520 m2

である。上家の屋根材として，東京方のホーム上家に
は建材一体型太陽光パネル，品川方のホーム上家には
ハニカムパネルを採用した。
東京方ホーム上家（京浜東北線，山手線）および品
川方山手線ホーム上家の鉄骨建方については，あらか
じめヤード内で柱，梁および屋根鉄骨を全て地組し，
昼間作業において 350 t クローラークレーン 1台を使
用し，一括で建方を行った。品川方の京浜東北線ホー
ム上家については，2分割にして地組を行い，京浜東
北線南行に近接した作業であったことから，線閉・き
電停止作業で鉄骨建方を行った。屋根材の取付けの作
業は鉄骨建方と同様の作業時間帯で行った（写真─6）。

（e）吹抜け部
高輪ゲートウェイ駅は開放空間を実現するために駅
舎中央に約 1,000 m2 の吹き抜け空間を設けており，
大屋根施工時は足場を組むために作業構台を設置し
た。大屋根施工完了後の作業構台撤去時は基本的にサ
ンダーでの切断で行ったが，一部ガス溶断を行う箇所
もあったため，上下作業にならないよう，線区ごとに
関係箇所と日程調整を行い，作業を行った。また施工
にあたり，架線に防護管設置を行い，施工中の安全対
策を実施した。新駅の中央吹抜け部の手摺およびガラ
ス取付けは仮設ゴンドラを設置し，昼間作業で施工し
た。ゴンドラ組立から手摺・ガラス設置は約 2カ月半
で完了した。

（3）機械工事
（a）空調設備工事
高輪ゲートウェイ駅の空調設備として，駅務室や休
養室，改札事務室，券売機室及び電気室，信通機器室
等に冷暖房装置を設置する。機器仕様としては，空冷
ヒートポンプマルチ方式を採用した。室内機は部屋の

写真─ 5　ロボット溶接施工状況

写真─ 6　ホーム上家鉄骨建方施工状況
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用途により，改札事務室等では天井カセット式 4方向
型とし，電気室や信通機器室では床置きダクト型で計
画した。
空調室外機は南北 2箇所ある室外機置場へ集約する

こととした。当初は室外機を 2 列に設置する計画で
あったが，室外機置場が高温となることを懸念し，機
器能力及び台数を見直すことで室外機の数量を減ら
し，1列に設置変更することとした。室外機置場につ
いては温度変化シミュレーションを行い，機器運転に
影響のないことを確認した。
（b）昇降機設備工事
昇降機設備としては，コンコース階とホーム階を接

続する旅客用エレベーター 4基，エスカレーター 8基
を設置する。エスカレーターの搬入については，搬入
ステージより 300 t クレーンを使用して駅舎内へ引き
込んで横引き運搬を行った。4分割されたトラスは，
下部ピースから駅舎内に設置した25 tラフタークレー
ンを使用して，順次吊り込み接続を行った（写真─7）。

4．おわりに

2020 年春には高輪ゲートウェイ駅の暫定開業を控
えており，それに向けて 2019 年の秋頃を予定してい
る第 2回線路切換や冬頃を予定している行政検査等，
多くの重要な変化点を予定している。安全管理やプロ
ジェクト関係者間の連携をより一層強化し，着実なプ
ロジェクト推進と新駅暫定開業に努めていく所存であ
る。
 

写真─ 7　エスカレーター吊り込み状況
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東海道新幹線における土木構造物の維持管理および
大規模改修による予防保全

丸　山　真　一

本年で開業 55 年を経過する東海道新幹線の土木構造物は，入念な検査・補修の積み重ねにより十分な
健全性を保ち続けている。一方，短期間で全線の建設工事を行った経緯から，経年劣化が短期間に集中し
て発生することが懸念されたため，将来のいずれかの時点において，大規模な改修が必要であった。この
ため，JR東海では，変状の発生を抑止する「予防保全」を目的とした大規模改修工事を 2013 年度より実
施している。本稿では，東海道新幹線における土木構造物の維持管理および大規模改修工事の実施状況を
報告する。
キーワード：  大規模改修工事，維持管理，予防保全，鋼橋，コンクリート橋，トンネル

1．はじめに

東海道新幹線は1964 年に世界初となる200 km/h超
の高速運転として営業を開始し，本年 10 月に開業 55
周年を迎える。東京・名古屋・大阪の三大都市圏を結
ぶ大動脈として，開業以来，日本の経済成長を支えて
きた。現在では，285 km/h に最高速度を向上し，1日
あたり約45万人のお客さまにご利用いただいている。
この東海道新幹線の安全・安定輸送を支える土木構

造物の健全性を，将来にわたり維持していくことは当
社の責務である。これまで，日々の入念な検査やその
結果に基づく補修・補強を着実に実施しており，土木
構造物の健全性は十分に確保されている。
一方，将来のいずれかの時点において，経年劣化に

よる大幅な設備の更新が必要となることに備え，自社
の研究施設を中心に長年にわたって研究開発を続け，
その成果として予防保全に有効な各種対策工法を確立
し，2013 年度から大規模改修工事に着手した。
大規模改修工事は，工事期間を 10 年間（2013 年 4

月～ 2022 年 3 月）と計画しており，今年で 7年目を
迎える。本稿では，東海道新幹線における土木構造物
の維持管理および大規模改修工事の概要を報告する。

2． 東海道新幹線における土木構造物の維持
管理体制

東海道新幹線の土木構造物は，沿線に配置された
20 箇所の保線所において，2年周期で実施する目視を

中心とした「全般検査」により，その健全性を確認し
ている。全般検査の結果，詳細な確認が必要な箇所に
は，精密機器などを用いた精度の高い「個別検査」を
実施する。
なお，当社には土木構造物の検査を専門に担当する
組織として，東京・静岡・名古屋・大阪に新幹線構造
物検査センター（以下，構検センター）がある。構検
センターは，経年による鋼橋の疲労・劣化を捉えるこ
とを目的とした「鉄けた特別検査」を主に担っている。
保線所と構検センターが行う主な検査と担当区分を表
─ 1に，検査の実施状況を写真─ 1に示す。

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

構造物種別 検査内容 担当

鋼橋

全般検査（2年周期）
保線所

個別検査

鉄桁特別検査（8年周期） 新幹線構造物検査
センター

コンクリート
構造物

全般検査（2年周期） 保線所
個別検査

トンネル
全般検査（2年周期） 保線所
個別検査
特別全般検査（10 年周期）

表─ 1　主な検査と担当区分

写真─ 1　検査の実施状況
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3． 東海道新幹線における土木構造物の維持
管理手法

東海道新幹線では，主に 2つの考え方により維持管
理を行っている。1つ目は「事前補修・補強」である。
一般的な維持管理手法は「事後補修・補強」であり，
これは，検査で変状が発見された場合，当該箇所のみ
を補修・補強するものである。一方で，東海道新幹線
は，全線が標準設計でほぼ同時期に建設された経緯か
ら，土木構造物の特定箇所に発生した変状は，他の同
種構造物の同種箇所にも同様に発生する可能性が高
い。このことから，当該箇所の補修・補強に加えて，
同種構造物，同種箇所に対しても，計画的に補修・補
強を実施している。
もう 1つは，後述する大規模改修工事による「予防

保全」である。これは，将来的に変状が発生する可能
性のある箇所を対象に，構造物の性能を可能な限り現
状維持することを目的として，変状の発生を抑止する
対策を講じる手法である。「予防保全」は，構造物が
健全な状態であるときに使用性能を当初の状態に回復
させるため，費用が安価となり，コストダウンを図れ
ることが大きな特徴である。「事後補修・補強」「事前
補修・補強」「予防保全」のイメージを図─ 1に示す。

4．大規模改修引当金制度の創設

前述した維持管理の実施により，東海道新幹線の土
木構造物は，十分な健全性を有しているものの，経年
による老朽化の進行が課題とされ，いずれは抜本的な
対策，すなわち設備の取替えか，それと同等の効果を
有する大規模な改修が必要になると考えられた。
一方，大規模な改修工事には多額の資金が必要とな

る。そこで，鉄道事業者への支援を目的に，2002 年 6
月，全国新幹線鉄道整備法の改正が行われ，国による
財務面の支援措置として，「新幹線鉄道大規模改修引
当金制度」が創設された。当社では，2018 年から大
規模改修に着手することを 2002 年に計画し，同年 10

月には，国土交通大臣から，東海道新幹線の土木構造
物の大規模改修引当金積立計画（工事費約 1兆 1,000
億円，引当金総額 5,000 億円，工事期間 2018 年度か
ら 2027 年度の 10 年間）の承認を得て，毎年 333 億円
の引当金を計上してきた。

5．「予防保全」による大規模改修工事

全線にわたる大規模な改修工事を実施する場合，東
海道新幹線が果たしている社会的役割を考慮すると，
列車の運休は困難であり，徐行も極力少なくする必要
がある。
この課題を克服するため，自社研究施設を中心に
10 年以上にわたって研究開発を実施し，土木構造物
の延命化に有効であり，工事実施時の列車運行支障の
低減および工事費の縮減を可能とする新たな工法を開
発した。これらの工法は，社外有識者からなる「東海
道新幹線土木構造物調査委員会」において，審議・助
言をいただき，試験施工等により各種の検証を行った
後に実用化された。
2013 年 1 月に，新工法を活用した大規模改修を当
初計画より 5年前倒しして着手することを決定し，引
当金積立計画の変更申請（工事費約 7,300 億円，引当
金総額 3,500 億円，工事期間 2013 年度から 2022 年度
の 10 年間）を行い，同年 2月に承認を受けた。
大規模改修では，鋼橋，コンクリート橋，トンネル
の各構造物において「予防保全」として変状発生を抑
止する対策を実施し，その後引き続き状態を観察のう
え，必要な箇所に部材取替等の全般的な改修を実施す
ることとしている。

6．鋼橋の大規模改修工事

東海道新幹線の土木構造物のうち 22.1 kmは鋼橋が
占める。東海道新幹線の鋼橋には，日本で初めて本格
的に溶接構造が全面的に採用された。鋼橋は，コンク
リート橋と比較して列車荷重による応答が大きいこと
や，開業時と比較して列車本数が著しく増加したこと
から，溶接部の疲労劣化が重要な課題である。特に，
主要部材における縦ビード溶接部（以下，縦ビード）
は長大であり，検査での着目点を絞りにくいうえ，いっ
たん亀裂が発生すると進展が速いことから，縦ビード
からの疲労亀裂の発生を抑止することが肝要である。
このため，実橋あるいは実物大の模型を用いた疲労載
荷試験や三次元 FEM解析により，床組接合部補強，
支点部取替・補強，高精度軌道整備といった新工法を

図─ 1　維持管理方針と性能の推移イメージ
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研究開発し（図─ 2），現在，継続的に施工している。
床組接合部補強は，床組接合部の亀裂発生の抑止を

目的とした対策である。多年にわたる実態調査によ
り，一部の下路トラス，下路プレートガーダーの床組
接合部に，多数の疲労亀裂が認められた。このような
亀裂は，縦ビードの応力を増大させ，縦ビードからの
亀裂を誘発させる。これに対し，縦桁と横桁の交差部
に舟形の補強材を取り付けることで，縦ビードに生じ
る応力を抑制する補強方法を策定し，継続的に施工し
ている（写真─ 2）。

次に支点部取替・補強は，溶接接合されたソールプ
レートの疲労亀裂を未然に防止する対策である。実橋
の応力測定により，支点部の機能低下は，縦ビードの
応力を著しく増大させることが判明している。特に，
ソールプレートを溶接で桁に取り付けた支点部では，
ソールプレート溶接部から疲労亀裂が発生し，桁の破
断へつながる可能性があることから，これに該当する
全ての沓を取り替えている。他方，溶接接合ではない
ソールプレート沓については，全数を調査のうえ，ソー
ルプレートの摩耗や，沓座の破損，沓の沈下等の変状
に応じて，沓の取替や沓座の打直しといった簡易な修
繕を実施している。なお，沓取替を行う際には，橋台
の前面に予め鋼製の仮受工を施し，仮受を行っている
（図─ 3，写真─ 3）。

また，高精度軌道整備は，縦ビードに発生する応力
そのものを低減させる対策である。無道床橋りょうに
おける軌道状態と桁の発生応力の関係を調査した結
果，短い波長の軌道狂いを抑制することで，桁の縦ビー
ドに発生する応力を低減可能であることが判明した。
この結果を受けて，タイプレートとまくらぎの間に高
さを微調整するための鋼製パッキンを挿入し，短波長
の高低狂いを抑制する高精度な軌道整備を実施してい
る（写真─ 4）。

7．コンクリート橋の大規模改修工事

東海道新幹線の土木構造物のうち約 148 kmはコン
クリート橋が占める。コンクリート構造物は大気中の
二酸化炭素が侵入すると，コンクリート内の pHが低
下するいわゆる中性化により内部鉄筋が腐食し，構造
物の耐力が低下する。これまで中性化深さの継続的に
計測してきた結果，中性化予測式である「√t則（ルー

図─ 2　大規模改修工事の概要（鋼橋）

写真─ 2　床組接合部補強の対策前後

対策前 対策後

図─ 3　仮受けの概要

写真─ 4　高精度軌道整備の実施概要

写真─ 3　仮受けの状況
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ト t則）」を適用すると，供用開始から 54 年後，すな
わち 2018 年頃には，中性化がコンクリート内部の鉄
筋位置まで進行するものと予測された。そのため，全
線を対象に，コンクリート表面を樹脂系材料で被覆す
る表面保護工を2000年から実施している（写真─5）。
その後，2000 年以降に実施した表面保護工を目視

検査した結果，梁部，中央スラブ部および桁部には表
面保護工のひび割れは認められないものの，高架橋は
ね出し部下面の一部において，表面保護工にひび割れ
の発生が認められた。これらのひび割れは，直ちに東
海道新幹線の安全輸送を脅かすものではないが，表面
保護工にひび割れが発生している箇所は，中性化の抑
止が不十分となり，その都度表面保護工の再施工が必
要となることを認識した。
この検査結果に基づき，将来にわたって確実に中性

化を抑止する対策として，はね出し部には鋼板により
コンクリート表面を被覆する工法を実施している（写
真─ 6，図─ 4）。また，梁部，中央スラブ部および
桁部に関しては，従来の表面保護工を引き続き実施し
ている。なお，高架橋の柱全数約 38,000 本のうち，
耐震性能が低い柱に対しては，兵庫県南部地震以降，
耐震性能の向上を目的とした鋼板巻き補強工事を実施
済みである。一方，鋼板巻き補強工事が未施工の柱は，
将来の中性化による耐力低下が懸念されるため，中性
化に対する予防保全として鋼板巻きを実施している。

8．トンネルの大規模改修工事

東海道新幹線の土木構造物のうち約 68.6 kmはトン
ネルが占める。一般にコンクリート覆工はトンネル周
壁の力学的バランスの上にその健全性を保っている
が，コンクリートの乾燥収縮や掘削時およびその後の
地山の緩み等により，ひび割れ等の変状が発生するこ
とがある。東海道新幹線のトンネルにおいても，コン
クリート覆工に軽微なひび割れが発生していることが
認められた。一方，東海道新幹線のトンネルの大半は
建設当時主流であった「矢板工法」で施工されたため，
トンネルの覆工裏に空隙が生じやすい。覆工裏に空隙

があると地山との一体性が損なわれるため，コンク
リート覆工の耐力が低下する。さらに，在来線や他の
新幹線と比較して列車走行による振動，空気圧変動の
影響が大きく，またその回数が多いため，これらの複
合作用によるひび割れの進行も懸念されていた。これ
に対し，ひび割れの進行の抑止，およびコンクリート
覆工の剥落防止を目的に，覆工裏の空隙を充填し，並
行して既存のひび割れを樹脂材料で埋めることで覆工
と地山を一体化させ，覆工の耐力を増加させる工法を
実施している（写真─ 7）。さらに，覆工裏空隙充填
の際に覆工厚が薄いと確認された場合には，部分的に

写真─ 5　表面保護工の実施

写真─ 6　はね出し部鋼板被覆の施工例

図─ 4　大規模改修工事の概要（コンクリート橋）
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ロックボルト打設・鋼板補強を付加的に施工している
（図─ 5，写真─ 8）。

9．おわりに

本稿では，東海道新幹線における新幹線土木構造物
の維持管理および現在施工を進めている大規模改修工
事について報告した。
2013年に着手した大規模改修工事も7年目を迎え，

着実に施工が進んでいる。将来にわたり我が国におけ
る基幹的交通インフラの役割を東海道新幹線が担って
いくため，引き続き大規模改修工事を着実に推進する。
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写真─ 7　覆工裏込注入

写真─ 8　ロックボルト

図─ 5　大規模改修工事の概要（トンネル）
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メンテナンスの革新
レール探傷車による探傷検査技術の向上

小　林　貴　瑠・村　上　邦　宏

レールに発生した傷は成長するとレール折損に至り，列車の運行に影響を及ぼす可能性がある。そこで，
JR西日本ではレール折損を防止するため，超音波を用いたレール探傷検査を保守用車両であるレール探
傷車で実施している。レール探傷車の導入以来，その探傷精度の向上およびレール探傷検査の関わる労力
の軽減等を目的として様々な技術開発と改良を重ねてきた。
キーワード：レール探傷，レール探傷車，分岐器，探触子，超音波，レール折損，マーキング，撮像

1．はじめに 1）～ 4）

鉄道設備の中でも特に，レールは車両の安全を確保
する上で重要な材料である。レールに発生した傷は成
長すると，レール折損に至り，列車の運行に影響を及
ぼす可能性がある。したがって，定期的な検査により，
その状態を正確に把握しておくと共に，耐用限度に達
する前に計画的に修繕する必要がある。JR西日本（以
下，「当社」という）では，定期的にレールの状態を
把握するために図─ 1のような，レール探傷車によ
る超音波を用いたレール探傷検査を実施している。
レール探傷車による傷管理は一定の成果を得られてい
るものの，当社ではさらなるレール管理レベルの向上
を目指し，技術開発に取り組んでいる。本稿では，こ
れまでのレール探傷車改良の変遷と現在取組んでいる
技術開発について紹介する。

2．超音波を用いたレール探傷検査の概要

超音波を用いたレール探傷検査では，超音波の性質
を用いてレール内部の異常の有無を把握している。超
音波の性質として金属などの物体内部を伝達しやすい

ことや，物体内部で傷がある場合に反射しやすい特徴
がある。超音波検査には大きく分けて反射法と透過法
の 2つがある。

（1）反射法について
反射法では，図─ 2（a）に示すとおり，超音波が傷
のある箇所で反射して受信側に伝達されることで傷を
検知するものである。また，傷の無い場合は超音波が
受信側に伝達されない。レール探傷車では図─ 2（a），
（b）に示すように，レール頭頂面に探触子を滑らし
ながらレール探傷を行うため，反射法にて検査を実施
している。

（2）透過法について
透過法では，図─ 2（c）に示すとおり，超音波が

傷の無い場所ではそのまま通過し，傷がある箇所では
超音波が遮断されるものである。2つの探触子（送信
と受信）を用いて常に超音波の伝達を行い超音波の減
衰量で傷の管理を行う。より精密にレール傷の深さを
確認したい場合にこの方法を用いて地上で人力により
検査を実施している。

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

図─ 2　反射法・探傷領域・透過法

図─ 1　レール探傷車とレール探傷装置
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3．レール探傷車について

従来のレール探傷検査では，手押し式のレール探傷
器を人力でレール上を移動させながら検査を行ってい
た。人力での検査はレール延長からも非常に労力が必
要であり，線路内での作業のため作業員の労働災害の
危険性もあった。そのため，1993 年にレール探傷車（1
号車）を動力車と検測車からなる2両編成（全長 23 m）
として導入した。
レール探傷車を導入したことにより，測定精度，作

業効率を大幅に上げるだけではなく，検査を車上化し
たことにより地上作業員の労働災害防止を図ることが
可能となった。しかし，レール探傷車1台での運用だっ
たため，主要線区こそ 1回／年の検査を行っていたも
のの，その他の線区については 1回／2年～ 5年の頻
度となっていた。
そこで，2009 年より，測定機器や処理装置の小型

化により自走式の 1 両編成（17 m）としたレール探
傷車を 1台増備し，2台体制とすることでレール探傷
車による検査周期を短縮し，レール傷の管理強化を
図った。

レール探傷車（2号車）の基本性能を表─ 1に，レー
ル探傷車（2号車）の全体図を図─ 3に示す。レール
探傷車導入以降，各種機能向上に向けた技術開発を実

表─ 1　レール探傷車（2号車）の基本性能

項目 性能
全長 17050 mm

探傷速度
ロングレール区間 最大 40 km/h 以上（level）
定尺区間 最大 20 km/h 以上（level）

連続探傷時間 無給油・無給水で 
3.5 時間以上

水タンク容量 8 t
探傷方向 前後進両方向

探傷方式 超音波パルス反射法 
または透過法

探触子方式 水ギャップ法による 
摺動型探触子方式

使用外軌気温 －5～ 40 ℃ なお，探傷水は
凍結防止を講じる

探傷ピッチ 40 km/h において 2 mm以下

エンジン
機関 ディーゼル機関水冷式

定格出力 220 kW 以上
最大トルク 1500 N・m 以上

表─ 2　探傷車の変遷まとめ

時期 項目 内容
1993 レール 探傷車の導入（1号車） レール探傷車（1号車）を導入しレール傷管理の効率化を図った
2000 分岐内通過測定枠の導入 分岐器通過に要していた時間を短縮した
2006 データデポシステムの導入 総合検測車で使っている位置合わせシステムをレール探傷車にも適応した

2009

レール探傷車の増備（2号車） レール探傷車による検査周期を短縮しレール傷管理の強化を図った
断面摩耗測定装置の取り換え 高精度な装置へ取替えを行った
探触子の個別ブロック化＊（1） 継目箇所における探触子の追従性能の向上を図った
タンデム探触子の導入 溶接部平面欠陥傷の検知を図った

傷出力位置マーキング機能の導入＊（2） レール傷ランクを自動判定し傷の位置にレールにペイントすることで，傷検知
箇所把握の効率化を図った

2013 底部腐食検知機能の追加＊（3） レール探傷車に底部腐食検知装置を追加した

2015
分岐器の測定機能の追加＊（4） 分岐器のレールもレール探傷車で計測可能にした
腐食密度管理の導入＊（3） 腐食の管理指標として導入

図─ 3　探傷車（2号車）全体図
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施してきた。表─ 2にその概要をまとめる。なお，本
稿では＊印で示したレール探傷に関わる技術開発の内
容についてその詳細を述べる。

4．レール探傷車の機能向上について 1）～ 4）

（1）継目部の検知性能の向上について
従来の探傷車では継目落ちに探触子が追従できない

ためにボルト穴を正常に検知できず，傷のないボルト
穴を「傷あり」と判定してしまうことがあり，レール
の継目部の検知精度向上に問題があった。継目部の検
知精度が低い原因は，レール探傷車に装備していた探
触子ブロックが 3つの探触子を一体とした複合探触子
ブロックであり，継目落ちに対する追従性が低かっ
た。そこで探触子ブロックを分割・小型化し，図─ 4

に示すように継目部の追従性向上を図った個別探触子
ブロックを採用し検知精度を向上させた。

（2）マーキング装置について
レール探傷車走行後，傷を検知した箇所においては

精密な検査が必要であるが，レール探傷車が検出した
傷を現場で位置を特定するのに多大な労力と時間を要
することが課題であった。そこで，レール探傷車で傷
を検知した際にマーキングできる装置を開発した。
マーキング装置の概要を表─ 3に，マーキング位置
を図─ 5に示す。マーキング装置はあらかじめ傷の
種類とランクを設定しておき，その傷の箇所に対して
マーキングを行い，傷の位置を容易に特定することで
現場での傷の位置を特定する労力を削減することが可
能となった。

（3）レールの腐食管理について
トンネル内部は定常的に高い湿潤状態にあり，厳し

い腐食環境にある。腐食によるレール折損は，ほとん
どの場合においてレール底部底面に生じた僅かな腐食

孔を起点として生じていることが過去の知見から得ら
れている。そのため，レールの敷設経年等によらず，
レール底部底面に生じた腐食孔の大きさおよび形状に
依存した応力集中によって，短期的に折損に至る場合
がある。このため，レール探傷による経年的な傷の進
行を管理することだけではレール折損防止に寄与し難
いことから，レールの腐食による折損を防止するため
には，「レール底部腐食状況の把握」，「レールへの負
荷（腐食孔への応力集中）の低減」および「レール防
食による腐食の抑制」が重要となる。そこで，腐食管
理をレール探傷車にて実施すべく，底部腐食検知機能
を追加搭載し，レールの底部腐食状況の把握を行っ
た。さらに，腐食によるレール折損対策を強化するに
あたり，新たに「腐食密度」の指標を用いることより，
相対的に腐食が進展している区間を定量的に抽出する
ことにした。ここで，「腐食密度」とは，レール探傷
車に搭載された底部腐食検知機能によって，レール底
部腐食量が 2 mm以上存在すると検知した 1 mロッ
トあたりの箇所数のことをいう。また，総合検測車に
より測定された「軸箱振動加速度（600 HzLPF）」を
用いることにより，著大な輪重が作用している区間を
定量的に抽出することにした。これらの，2つの手段
によりレールの腐食状況及び負荷状況を評価すること
で，腐食によるレール折損リスクが相対的に高い区間
と抽出・管理を行えるようになった。

（4）分岐器内のレール探傷検査について
これまでも，欠線部分のある分岐器の区間について
は，レール探傷車での測定はできていなかった。その

表─ 3　マーキング装置の概要

対象
レール探傷車が検出した傷のうち，
精密な検査等を要するもの

色 白色
吹き付け位置 軌間外側のレール底部から腹部下部

長さ
50 ～ 100 cm

（探傷車走行速度により変化する）

傷の位置
探傷車走行方向に対してマーキング
の最も起点方（吹き付け開始位置）

精密な検査の対象範囲
マーキング開始位置を中心に

約± 25 cm

図─ 4　探触子ブロック改良の概要

図─ 5　マーキング状況と吹き付け位置
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理由は以下の通りである。
・従来の測定においてはレール底部まで反射エコーを
検知するため，摺動式の探触子の位置をレール中央
に保持する必要があり，その方策として，軌間内側
からエアー圧力により測定台車をレールに押し付け
て追従させている。そのため，本構造により分岐器
を対向で通過測定した場合，図─ 6に示すように
クロッシング欠線部において異線進入してしまう可
能性があった。

・分岐器を背向で測定走行した場合，図─ 7に示す
ように探触子の構造上の理由から，クロッシング欠
線部のノーズレールとウィングレール間を探触子が
乗り移ることが困難であった。
 そこで，以下の改良を行うことで分岐器を走行しな
がらレール探傷検査を行えるようにした（図─ 8）。
・探触子シューの側面に傾斜をつけ，クロッシングの
レール間の段差を乗り移ることが可能な構造（図─
8（A））とした。

・欠線部の乗り移り時に，探触子シュー側面の傾斜が

ウイングレール部より設定以上に降下しないよう，
ラダーフレームにより探触子を保持できる構造（図
─ 8（B））とした。

・ラダーフレーム前後にローラーを設定し，車輪と同
様にノーズレールとウイングレール間の段差をス
ムーズに乗り移ることが可能な構造（図─ 8（C））
とした。
各種改良の結果，分岐器でもレール探傷車でレール
探傷検査が可能となった。近年では複雑な分岐器の構
造でも検測が可能であり，活躍の幅を広げている。

5．今後の改良について 5）

（1）マーキング自動切替え機能
曲線区間においては，レールに連続した表層部水平
裂が連続して発生することがあり，その場合，表層部
水平裂が連続して発生している区間一帯にマーキング
されたり，連続して塗料を噴射することで噴射圧力が
なくなり，再度圧力を充填する間はマーキングが行え
ない場合があった。また，最も優先的に精密な検査を
すべき頭部横裂を検知した場合でも，マーキングがそ
の場所に噴射されないことがある課題があった。
そこで，表層部水平裂が連続している区間において
も頭部横裂を検知した正確な位置をマーキングするこ
とを目的とし，表層部水平裂が連続する区間ではマー
キングを停止し，頭部横裂を検知した場合は探傷車の
ランクにかかわらずすべてにおいてマーキングを行う
制御プログラムを改良した。これにより，あらかじめ
把握している表層部水平裂が連続している区間におい
て制御プログラムを一時的に変更することで，特に注
意するべき傷の特定を行うことができるようになっ
た。なお，今後の課題として，装置の切替えを自動で
行えるようにし，オペレーターの負担軽減や切替えミ
スを図っていくことで探傷精度の向上に努めていく予
定である。

（2）頭頂面撮像装置
現在，探傷車に出力された結果（傷ランク・位置・
レールに吹き付けられたマーキング機能）をもとに，
現地で目視により傷を特定している。しかしながら，
連続傷区間ではランクが発生している傷の特定が困難
であり，レール探傷検査の位置ずれが発生するリスク
がある。また，連続傷区間におけるランク発生箇所の
特定は現地で位置を合わせてレール探傷検査を行うた
めに，時間と労力を要している。そこで，当社では
2019 年度における探傷車の改修にともない頭頂面撮

図─ 6　欠線部での測定台車の動き（対向）

図─ 7　欠線部での探傷装置の動き（背向）

図─ 8　分岐器走行に伴う各種改良



52 建設機械施工 Vol.71　No.8　August　2019

像装置を導入する予定である。この装置は，レール探
傷車のランク検出箇所とレール頭頂面画像等をリンク
させることにより，画像を見ながら精度よく傷の位置
を特定することが可能となる装置である（図─ 9）。
これにより，レール探傷検査の精度向上と作業時間の
短縮を同時に行え，より効率的にレール探傷検査を行
うことが可能になると考えられる。

6．おわりに

当社のレール管理に使用するレール探傷車の変遷と
現在取組んでいる機能向上に関して紹介した。
今後もレール探傷車の更なる改良により探傷精度を

向上させていくことでレールの管理レベル向上に取り
組んでいく。
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北陸新幹線九頭竜川橋りょうの施工
新幹線と道路の併用橋として下部工が一体となった構造

平　田　惣　一・畠　中　　　保・山　本　　　淳

本工事は，北陸新幹線橋りょう建設工事であり，工事区間内の九頭竜川にかかる橋りょう部の橋脚建設
箇所は，アラレガコの生息地として国の天然記念物に指定されている。橋脚は，建設コスト縮減を目的に
新幹線と道路の基礎を一体化させており，地盤条件や河川に対する工事の影響を考慮してニューマチック
ケーソン工法により施工を行った。また，橋脚施工のための仮設構造物である桟橋の施工についても，河
川を汚濁させない工法を採用し施工を行った。上部工は張出し架設工法により施工され，本橋の両側には
道路橋が並列しているが，先行して本橋の施工を行った。
キーワード：  ニューマチックケーソン工法，鋼矢板岩盤杭打ち工法，張出し架設工法

1．はじめに

本工事は，2023 年春に開業を予定している北陸新
幹線（金沢・敦賀間）の一部で，福井県嶺北部を流れ

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

図─ 1　九頭竜川橋りょう位置図

る九頭竜川にかかる橋りょう約 414 m を含めた延長
1495 m の施工を行うものである。九頭竜川橋りょう
は，全国初となる新幹線と道路（県道福井森田丸岡線）
の併用橋として下部工が一体となった構造で 6基の橋
脚と両岸の橋台からなる 7 径間連続 PC 箱桁橋であ
る。下部工は，ニューマチックケーソン工法により施
工を行い，上部工はワーゲンによる張出し架設工法に
て施工を行う。九頭竜川橋りょうの位置図を図─ 1

に，完成イメージ図を図─ 2に，九頭竜川橋りょう
の平面図および縦断面図を図─ 3に示す。

2．工事概要

本工事は，北陸新幹線，高崎起点 414 km 251 m ～
415 km 746 m（L＝1495 m）間の構造物を構築する工
事であり，概要を以下に示す。

図─ 2　九頭竜川橋りょう完成イメージ
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工 事 名：北陸新幹線，九頭竜川橋りょう他
工事場所：福井県福井市栗森町，上野本町，
　　　　　中藤新保町地内
発 注 者：独立行政法人　鉄道建設・運輸施設
　　　　　整備支援機構　大阪支社
工事内容：ケーソン基礎　6基（35.6 m × 12.0 m）
　　　　　杭基礎　290 本
　　　　　RC橋脚　21 基
　　　　　RC橋台　2基
　　　　　RC現場打ちT桁橋　19 連
　　　　　ラーメン高架橋　11 連
　　　　　PPC箱桁橋　3連（L＝45 ～ 60 m）
　　　　　PPCT桁　4連（L＝25 ～ 40 m）
　　　　　7径間連続 PC箱桁　1連（L＝414.0 m）

3．下部工（ニューマチックケーソン）の施工

建設箇所はアラレガコの生息地として国の天然記念
物に指定されている。橋脚は，建設コスト縮減を目的
に新幹線と道路の基礎を一体化させており，河川に対
する工事の影響を低減するする形状となっている。な
お，当初はオープンカット工法による直接基礎を検討
していたが，アラレガコ生息地への影響を考慮し，河
床掘削を最小限とするためにニューマチックケーソン
工法が採用された。
仮設工は，川の流れを阻害することなく，魚類遡上

への影響を軽減させるため，瀬替えを行わずに仮桟橋
工法を採用した。

（1）桟橋工
右岸側は，河川の流れを阻害させないために，仮桟
橋（H鋼杭式＋プレガーダー）を設置した。非出水期
最高水位より高い位置に覆工板を設置しクローラク
レーン等の建設機械の作業床とした。H鋼杭の施工
は，当初，二重管併用スクリュー排土型ダウンザホー
ルハンマー工法で計画されていたが，エアで掘削土砂
を除去するため濁水による河川の汚濁が懸念された。
そのため，河川の汚濁を低減させることができる岩盤
杭打ち工法（ガンパイル工法）に変更することにより，
河川汚濁を防止できた。ガンパイル工法とは，ウォー
タージェット併用のバイブロハンマー工法（モーター
出力 120 kW）の一工法であり，岩砕粉の洗浄除去と
して低圧の水ジェットを使用するため周辺地盤を乱さ
ない特徴がある。写真─ 1に打設状況を示す。

図─ 3　九頭竜川橋りょう　平面図および縦断面図

写真─ 1　仮桟橋施工状況



55建設機械施工 Vol.71　No.8　August　2019

なお，左岸側は，河川敷に鉄板を敷設し建設機械の
作業床とした。そのため，冠水時に仮設物や建設機械
が流出しないように，予め退避計画を定めた。

（2）築島工
九頭竜川橋りょう（7径間連続 PC箱桁）の下部工

であるケーソン基礎 6基全ての施工位置は，河川内で
あり，沈下掘削時に冠水しないように築島の構築を
行っている。河川流水部は右岸側を通っているため，
図─ 4に示すように右岸側の P2 ～ P3 は非出水期最
高水位（過去 10 年）より約 50 cmの高さまで鋼矢板
により締切りを行い，平水位より高い位置に刃口を据
付け，沈下掘削を行った。図─ 5に示すように左岸
側の P4 ～ P6 は非出水期最高水位（過去 10 年）より
約 50 cm の高さまで耐候性大型土のうにより高さH
≒4.0 m の築島を行った。刃口構築および沈下掘削時
の荷重により築島の円弧すべりによる崩壊を防止する
ため，法尻にH鋼杭（H-400 × 400，L＝6.5 ～ 7.5 m，

@2.0 m）を打設し抑止工を行った。なお冠水時に築
島が洗掘，流失しないように上流側は鋼矢板により防
護を行った。鋼矢板の形状は，河川の流れを阻害しな
いように鋭角に締切った。
なお，ニューマチックケーソンの施工に必要な諸設
備は，増水時に水没しないように堤内地に配置した。

（3）沈下掘削工
ケーソン基礎の躯体形状は，フーチング部は橋軸直
角方向幅 B1＝35.6 m，橋軸方向幅 L1＝12.0 m，高さ
H1＝6.0 ～ 10.0 m の小判形，橋脚部（壁部）は橋軸直
角方向幅 B2＝33.6m，橋軸方向幅 L2＝4.5 m，高さ
H2＝16.4 ～ 17.0 m の小判形である。P6 橋脚基礎の断
面図を図─ 6に示す。

艤装は，マンロック，マテリアルロックを各 2ヶ所
設け，沈下掘削に伴いシャフトの継ぎ足しを行う。
掘削深度は，14.2 ～ 20.8 m で，最大函内圧力は
0.18 MPa であった。躯体を 3 ～ 4 ロットに分割し，
躯体構築後，所定の深度まで繰返し沈下掘削を行っ
た。2ロット以降は，フーチング天端を土砂で埋め戻
しながら沈下掘削を行ったため，躯体構築用の足場
は，その都度組立解体を行った。
作業床内に天井走行式掘削機を 4台設置し，掘削は
有人掘削とした（写真─ 2）。
躯体沈下量，躯体傾斜，函内気圧をリアルタイムで
計測し，施工時の躯体の精度や函内環境の安全が確保
されているか確認を行った。沈下掘削時は日々，起終

図─ 4　右岸側築島断面図

図─ 5　左岸側築島断面図

図─ 6　橋脚断面図（P6）
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点方向（短方向）で 5～ 50 mm程度内，上下流方向（長
方向）で 5～ 100 mm程度内の傾斜で施工を行った。
施工管理値（ピアケーソン）は，許容偏心量が
50 mm以内であり，計測値は，10 ～ 27 mmと 30 mm
以内であった。写真─ 3，4に施工状況を示す。

4．上部工の施工

道路橋の施工に先立ち鉄道橋の施工を行った。上部
工の施工は 3非出水期に渡り，張出し架設工法（側径
間部：全支保架設，中央閉合部：吊支保工架設）で行っ
た。移動作業車の足場上全面に防水シートを貼り，九
頭竜川への汚濁水および資材等の落下防止措置を行っ
た。
また河川阻害率の関係で，出水期には柱頭部ブラ
ケットおよび移動作業車は撤去する必要があった。
最大 4基の移動作業車により 2橋脚から同時に張出
し施工を行うとともに，3箇所の中央閉合を移動作業
車で施工することにより，工程短縮を図った（写真─
5）。

（1）鉄道橋と道路橋の設計について
本橋は，一つの下部工で鉄道橋および道路橋を支持
する構造となっているが，上部工の設計はそれぞれの
設計手法（表─ 1）に従い実施されており，支承構造
も異なっている。多径間連続桁であるため，道路橋で
は免震支承を採用しているが，鉄道橋の場合，軌道構
造であるためゴム支承＋ダンパーストッパーとなって
いる。
柱頭部の仮固定装置も，道路橋の場合は仮固定 PC
鋼棒＋仮支承＋H鋼で構成されるが，鉄道橋の場合
は沓の摩擦および本体ストッパーにより水平力に抵抗
するものとしてH鋼の設置を省略した。
また隣接する道路橋の凍結防止剤の飛散影響を考慮
し，耐久性向上のため箱桁外側のかぶりを大きくする
とともに，支柱式防音壁工にも塩害対策仕様の防音壁
支柱・同仕様の PC板，エポキシ樹脂塗装鉄筋を使用
した。

写真─ 2　刃口内施工状況

写真─ 5　張出し施工状況

写真─ 3　橋脚内施工状況（右岸側）

写真─ 4　橋脚内施工状況（左岸側）
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（2）上げ越し管理
上部工の施工開始前にコンクリートの静弾性試験を

実施し，試験より得られた弾性係数（表─ 2）を用い
て上げ越し計算を行い，軌道敷設時に計画高になるよ
う管理を行った。

（3）PC鋼材の耐久性向上について
PC 鋼材の耐久性を向上・確保するために以下の対

策を実施した。
（a）PC鋼より線の 1次防錆
工場出荷からグラウトまでの期間に PC鋼より線の

錆が発生しないよう，工場出荷時に一時防錆処理を
行った。
（b）PCグラウトに真空ポンプ使用
本橋のグラウトでは，通常のグラウト設備に加えて

排出側に真空ポンプを接続（図─ 7），シース内を
1/10 気圧状態に保持してグラウト注入作業を行うこ
とで，グラウト材に内在する空気を圧縮・微細化させ
ることで，耐久性上有害となる空気溜まりの発生を抑
制した。
（c）実物大 PCグラウト試験の実施。
本橋の PC鋼材の曲げ下げ角度は最大で 35 度（図

─ 8）あるため，事前にグラウトの充填性に関する実
物大試験を実施した（写真─ 6）。実際の施工で使用
する真空ポンプも併用して試験を行った結果，良好な

充填状況が確認された。

5．おわりに

鉄道橋は，2019 年 4 月 20 日に P3 ～ P4 間中央閉合
を行い主桁が連結し，現在は道路橋の張出し架設が行
われている（写真─ 7）。
本工事のように，都市計画や構造計画を考慮して鉄
道・道路一体型の構造物とすることで，工期短縮・コ
スト縮減が期待できるとともに，河川内の橋脚数を減
らせることで，河川に対する影響を抑えることが可能
であると考える。

写真─ 6　実物大PCグラウト試験状況

表─ 1　設計条件の比較

鉄道橋
（北陸新幹線）

道路橋
（一般県道福井森田丸岡線）

橋種 7径間連続 PC箱桁橋 7径間連続 PC箱桁橋
橋長 L＝414.0 m L＝413.0 m
支間割 44.0 m＋5@65.0 m＋45.0 m 43.0 m＋5@65.0 m＋43.0 m
重要度 重要な構造物 Ｂ種
地盤区分 G1地盤 /G2 地盤

（橋脚）（橋台）
Ⅰ種地盤 /Ⅱ種地盤
（橋脚）（橋台）

地域区分 A地域（福井県） A2地域（福井県）
適用仕様書 鉄道構造物等設計標準他 道路橋示方書 他
支承条件 ゴム支承＋ダンパー

ストッパー
免震支承

橋脚構造 壁式橋脚
基礎構造 A1,A2 橋台：杭基礎（場所打ち杭 φ1500）

P1 ～ P6 橋脚：1ロットケーソン基礎

表─ 2　上げ越し管理に用いた弾性係数

上部工コンクリート強度　σ ck 40 N/mm2

弾性係数
Ep

設計計算 31.0 kN/mm2

上げ越し計算 33.0 kN/mm2

図─ 7　真空グラウト概要図

図─ 8　PC鋼材配置図
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写真─ 7　鉄道橋　主桁連結完了
山本　淳（やまもと　あつし）
鉄建建設㈱

畠中　保（はたけなか　たもつ） 
鉄建建設㈱

［筆者紹介］
平田　惣一（ひらた　そういち） 
鉄建・安部日鋼・清水組 JV 
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営業線直下における 4 線地下式の 
線増連続立体交差化工事

村　上　達　也・尾　関　孝　人・熊　谷　　　翼

小田急電鉄小田原線（代々木上原・梅ヶ丘駅間）連続立体交差及び複々線化事業は，小田急小田原線の
踏切での慢性的な交通渋滞の解消を目的とし，鉄道と道路を連続立体交差化するとともに，輸送サービス
の改善を目的とした鉄道の複々線化を同時に行う都市計画事業である。昭和 39 年に東京都市計画都市高
速鉄道第9号線として都市計画決定され，昭和46年から順次事業化している。下北沢地区については，代々
木上原駅～梅ヶ丘駅間の 2.2 kmを地下化により連続立体交差化を図るとともに，約 1.6 kmを複々線化し，
一部にはシールド工法を用いた 2線 2層式で施工するものである。
本稿では，この下北沢地区における連続立体交差・複々線化工事のうち，シールドおよび開削工法によ
る躯体構築工事を紹介する。
キーワード：  連続立体交差，複々線化，営業線近接，泥水式シールド，シールドトンネル切拡げ， 

地中連続壁

1．はじめに

本事業では，代々木上原駅から梅ヶ丘駅間の 2.2 km
区間において，連続立体交差工事と複々線化工事を一
体的に進めた。
図─ 1に示すように，当社施工の第 3工区において

は，1期工事においてシールド工事および駅の一部構

築を行った。シールド工事では，世田谷代田駅付近の
発進立坑からシールドマシンを新宿方面に発進させ，
下北沢駅直下を通過後，回転立坑で反転して小田原方
面に向かって掘り進み，直径約 8 m，延長約 645 mの
円形トンネルを 2本築造した。同時に下北沢駅部では
約 180 m の軌道仮受けを行い，その直下を開削工法
により掘削してシールドトンネルと接続し，地下の駅

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

図─ 1　工事概要
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構造物となる箱型トンネルをシールド上部に構築した。
2期工事では，下北沢駅から新宿側約 155 m区間と

小田原側約 310 m 区間を地上から開削工法により，
営業線直上を低土被りで掘削し，シールド上部に箱型
トンネルを構築した。
本稿では，これらの工事のうち 1期工事でのシール

ド工事およびシールド切拡げ工事，2期工事でのシー
ルド直上での地中連続壁工事について述べる。

2．営業線直下のシールド施工

（1）概要
営業線直下（GL-15.8 m ～ GL-19.5 m）で，外径φ

8,100 mm，掘削延長 1,290 mのシールドトンネルを泥
水式シールド工法により施工した。写真─ 1にシー
ルドマシンを示すが，マシン外径はφ8,260 mm，機
長 8,820 mm，総重量約 550 t であった。トンネルの土
被りは約 13 ～ 20 m であり，シールド通過部の土質

は良好な上総層（N値 50 以上）内に位置した。
本シールドの掘進地盤は，土圧式・泥水式いずれの
工法も切羽の安定や地表面への影響という面ではほぼ
同等と判断し，工法の選択は発進立坑とシールド基地
間の残土の輸送方法や，土留め壁などの地盤改良の切
削への対応，一部の地下水から遊離の可能性がある可
燃性ガスへの対応についての比較検討から，泥水式（流
体輸送）を採用することとした。表─ 1に工法比較
表を示す。
また，全区間にわたり営業線直下の施工であること
に加え，京王井の頭線との近接交差があること等を踏
まえて，シールドトンネル周辺の地盤挙動を最小化す
ることが最大のポイントと考え，シールドスキンプ
レート外周の突起となる裏込め注入設備をセグメント
内から施工することとし，シールド発進・到達時のエ
ントランスパッキンの止水性向上と地山切削時の余掘
りを排除した。

（2）シールドの到達・回転・発進
到達立坑（回転立坑）部は，土留め壁の芯材に
FFUを用いた SEW工法と高圧噴射攪拌工法による
セメント系地盤改良体を造成しシールド直接到達・直
接発進工を行った。また，本立坑では，往路掘進を完
了したシールドマシンの引抜き工が必要であった。
マシンの引抜きにあたっては，マシンスキンプレー
トと地山との摩擦により止水効果が失われ地下水や土
砂の流入を防止することが最も重要な課題となった。
このため，営業線直下であることや高水圧を有する地
盤であることを考慮して慎重な施工を行うための補助
工法として，鋼製隔壁の構築による到達方法を採用し
た（図─ 2，写真─ 2参照）。写真─ 1　シールドマシン

表─ 1　シールド工法選定表
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鋼製隔壁に到達したシールドマシンを引き抜き，マ
シンの横移動および回転を行った。シールドマシンの
横移動・回転は，ボールスライダーを使用して行った。
ボールスライダーは鋼球をキャタピラのようにエンド
レスに 2列配置したボール式重量物移送装置で，重量
物の直線・曲線・旋回移動を行うことができる。また，
ボールを使うため，牽引力が小さく，騒音・振動もほ
とんど発生しない。写真─ 3にマシン横移動時の概要
写真を，シールドマシンの回転状況を写真─4に示す。
マシンの横移動に要した牽引力は 16 t（シールドマ

シン重量は約 550 t）で，要した時間は約 10 分 /mで
あった。
これにより回転したシールドマシンは，再度 FFU

を用いた土留め壁を直接切削，再発進を行い復路の掘
削を行った（写真─ 5）。
また，初期掘進に行ったトライアル施工結果に基づ

き綿密な掘進管理を実施した結果，全線営業線直下と

図─ 2　鋼製隔壁内への到達状況

写真─ 2　鋼製隔壁組立状況

写真─ 3　マシン横移動設備概要

写真─ 4　シールドマシン回転状況

写真─ 5　礫箱で回収された FFU部材と形状寸法
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いう厳しい条件下で，地上の営業線や周辺地盤に一切
影響を与えることなく無事に施工を完了した。

3．シールドセグメントの切拡げ工

（1）概要
本工事では図─ 3および図─ 4に示すように B4F

において鋼製セグメントを切拡げ，RC躯体と一体化
する接続構造を採用した。このようにRC躯体から鋼
製セグメントへと部材が変化する接続部は，確実に断
面力を伝達する構造とする必要があった。そのため，
この接続部については鋼製セグメントの縦リブの一部
を残置させた主桁をRC躯体部に埋め込ませることに
より断面力伝達を図るシアコネクタ方式と呼ばれる接
続構造を採用した。

（2）シールド接続部構造
図─ 5にシアコネクタ方式による RC躯体 - 鋼製セ

グメントの接続部構造概要図を，写真─ 6にこの接
続部におけるシールド切断および切拡げ状況を示す。
シアコネクタ（残置縦リブ）の形状は，高さ100 mm，
幅 350 ～ 500 mm，厚さ 13～ 16 mmとし，逐次FEM
解析（RC躯体：平面ひずみ要素，鋼製セグメント：
梁要素としてモデル化）により得られた断面力を用い
て接続部の照査を行った。また，実物大の実験供試体
を作成し，設計断面力および設計耐力相当の荷重を作
用させた実証実験も実施し，この接続部が所定の耐力・
剛性を有していることを確認した。

（3）シールド接続部の止水構造
RC 躯体と鋼製セグメントの接続部は，止水性の観

点から弱部となる部分であり，その止水処理が重大な
課題であった。接続部からの地下水の侵入経路として
は，以下の 2つの経路が想定された。
経路①： 地山側セグメントシール材より外側のセグメ

ント間の隙間，スキンプレート空隙部からの
地下水侵入

経路②： 内・外セグメントシール材の間で，地山側セ
グメントシール材からの地下水侵入

経路①からの地下水侵入に対しては，地山側セグメ
ントシール材外側隙間部に不定形水膨張シール材・エ
ポキシコーキングを実施した。経路②からの地下水侵
入に対しては，内・外セグメントシール間に疎水性ウ
レタン樹脂注入を行うとともに，セグメント主桁周り
に不定形水膨張シール材を配置した。図─ 6に接続部
における止水構造概要図を示す。

以上の計画通りの施工を行った結果，切拡げ箇所か
らの地下水の漏出はなく，写真─ 7に示すように無
事にシールドの切拡げおよび接続躯体の構築は完了し
た。

図─ 3　シールド接続部位置図

図─ 4　シールド接続部概要図

図─ 5　シアコネクタ方式による接続構造
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4． 営業線シールドトンネル直上での地中連
続壁工

（1）概要
1 期工事による営業線の地下化後，地上から開削工
法によりボックスカルバートの構築を行うため地中連
続壁の施工を行った。地中連続壁は，シールドトンネ
ルとの離隔により，根入れがシールド下端以深まで確
保できる根入れ有部と，シールド上部までしか根入れ
できない根入れ無部に大別された。掘削面への地下水
流入を防ぐため，根入れ有部では地中連続壁を不透水
層まで構築し，根入れ無部では先行して構築した薬液
注入範囲に地中連続壁を根入れする。
さらに根入れ無部は，根入れ長およびシールドトン
ネルとの位置関係により，図─ 7に示すように 2 パ
ターン（根入れ無部Ⅰ，Ⅱ）に分類した。そのうち，
根入れ無部Ⅱについては，根入れが極端に短いことに
起因する受働地盤の全塑性化を防ぐため地盤改良を行
う計画とした。

（2）工法の選定
上述の施工条件を鑑み，地中連続壁の施工にあたっ
ては，第 1工法：TRD工法，第 2工法：BMX工法，
第 3工法：TMX工法・LHBW工法として機械選定を
行った。それぞれの工法の特徴を以下に述べる。
（a）TRD工法
TRD工法は，地中に建て込んだチェーンソー型の
カッターポストをベースマシンと接続し，横方向に移
動させて，溝の掘削と固化液の注入，原位置土との混
合攪拌を行い，地中に連続した壁を造成する工法であ
る（図─ 8）。メリットとして以下が考えられる。

写真─ 6　シールド接続部切拡げ状況

写真─ 7　切拡げ完了写真

図─ 6　接続部止水構造概要図
図─ 7　根入れによる地中連続壁の分類
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・機械の高さが 10 mで威圧感が少ない
・カッターが地中にあり，転倒の恐れがない
・硬質地盤も掘削可能で日当たり施工量が大きい
・傾斜地でも施工可能（8/100 以内）
また，デメリットとしては以下が考えられたが，下

記のデメリットに該当しない範囲での使用として，
TRD工法を第 1工法に採用した。
・機体の大きさから施工可能な場所が限られる
・余掘り約 1 mが必要で根入れなし部での採用は不可
・振動，騒音がやや大きく夜間施工は難しい
（b）BMX工法
BMX工法は，安定液を用いて掘削壁面の崩壊を防

ぎながら，地下に溝孔を掘削し，地中に連続した壁体
を構築する工法である（写真─ 8）。掘削機内蔵のポ
ンプにて掘削土を流体輸送するため掘り残しがない。
排出された土砂は処理機で分離して安定液は再利用循
環させる。完全に安定液に置換された掘削溝内に芯材
を建込み，泥土モルタルを水中打設する。また，メリッ
トとしては以下が挙げられる。
・掘り残しがないため掘削床まで芯材を入れられる

・ 傾斜計を内蔵しアジャスターで補正可能のため高精
度
・地山を流動化処理土に置換するので品質が良い
・ 騒音，振動は比較的小さいので騒音対策を実施する
ことで夜間施工も可能
デメリットとしては，以下が挙げられ，今回第 2工
法として採用した。
・機体の大きさから施工可能な場所が限られる
・安定液，泥水処理等のプラントスペースが必要
・1日当たりの施工量がTRDより少ない
（c）TMX・LHBW工法
BMX工法と同様，安定液を用いて掘削壁面の崩壊
を防ぎながら，地下に壁状の溝孔を掘削し，地中に連
続した壁体を構築する工法である。ベースマシンが小
さく（0.45 m3 バックホウクラス），跨ぎ施工，斜め施
工が可能で機械配置上の制約がない。機体の高さも小
さく（4 m以下），空頭制限下での施工が可能である（写
真─ 9）。日当たりの施工量は少なくなるが，BMX工
法で施工できない，道路等に囲まれた狭隘な場所や高
架下等の空頭制限下での施工に第 3工法として採用し
た。

（3）根入れなし部における芯材高止まり防止
BMXや TMXの場合，掘削機の形状から，図─ 9

に示すように，掘削最下端部に谷間が発生する。その
ため，地中に近接構造物や障害物がある場合，掘削最
下端の 600 mm上までしか芯材が挿入できないことと
なる。今回は，営業線シールドトンネルが近接物とし
てあったが，根入れが浅いこともあり，芯材を掘削最
下端より 200 mm上まで挿入する必要があった。
そこで，図─ 10に示すように，BMXや TMXに
よる掘削後，TBH掘削機で谷間部の底さらい掘削を
行い，掘削形状を先端平滑として，芯材を営業線シー
ルドトンネルぎりぎりまで（掘削最下端の 200 mm上
まで）挿入する計画とした。BMXによる掘削完了後
に BMX機とTBH掘削機を入れ替えて再掘削を行う
ため，通常のサイクルよりも時間はかかるが，芯材が

図─ 8　TRD工法

写真─ 8　BMX機械

写真─ 9　TMX機械と LHBW機械
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高止まりを起こすことのないよう，この計画を採用し
た。
前述のように，さまざまな地中連続壁の根入れ状況

により，掘削機の選定および綿密な施工計画を行うこ
とで，計画通りの深度まで地中連続壁の構築を確実に
行うことができた。その結果，開削工法による躯体構
築時，出来形不良により漏水を発生させるような地中
連続壁はなく，品質のよい地中連続壁を構築すること
ができた。

5．おわりに

本事業は，2013 年 3 月に営業線を地下化し連続立
体交差化が完成，2018 年 3 月に鉄道の複々線化が完
成し，着工から約 15 年の歳月を経て無事に事業を完
了した。
 

図─ 9　BMXによる掘削下端形状

図─ 10　TBHによる底さらい
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渋谷駅改良工事にストランド場所打ち杭工法を採用

鈴　木　健　一・堀　田　智　弘・山野辺　慎　一

低空頭・狭隘地における杭の施工性を改善するため，杭の軸方向鋼材にストランド（PC鋼より線）を
用いた伸縮可能な鉄筋かごを開発した。工場で組立てて縮小した鉄筋かごを，孔口から掘削孔内にウイン
チを用いて伸展することで建込みが完了するため，夜間のみに制約される鉄道工事の施工性を大幅に改善
するものである。一方，その施工においては，かごの特性から，かごの製作，かごの建込み，コンクリー
トの打込み等において，特有の施工方法・施工管理が必要となる。渋谷駅の仮橋脚の基礎杭に初めて採用
した本工法の概要について紹介する。
キーワード：場所打ち杭，ストランド場所打ち杭，トレミー工法，ポンプ施工

1．はじめに

駅のリニューアルや連続立体化等の鉄道工事は，施
工時間が線路閉鎖・き電停止間合いに限定され，作業
空間も既設の高架橋の下などの狭小・低空頭となるた
め，各種建設工事の中でも，おそらく最も時空間の制
約が大きい。そうした条件下での場所打ち杭の施工で
は，通常，短く分割した鉄筋かごを軸方向鉄筋を接続
しながら建て込むため，鉄筋かごの建込みが数日から
1週間に及ぶことも珍しくない。また，鉄筋継手に関
わるコストの増大だけでなく，作業時間の延長に伴う
孔壁崩壊のリスクや，泥水中の鉄筋表面へ泥膜が付着
し杭の品質が低下するといった問題もあった。
低空頭に対応した掘削機械はいくつか開発されてい

る 1），2）が，鉄筋かごの改良については，秋葉原駅改
良工事に適用されたストランド場所打ち杭工法 3）の
みであった。同工法は，通常の鉄筋かごの軸方向鉄筋
に高強度で可撓性のあるストランド鋼材を用いるもの
であり，掘削した孔口周囲にストランド鋼材のドラム
を配置し，ドラムから送り出したストランド鋼材を専
用の建込み機械を介して孔内に送り出し，ストランド
に帯鉄筋となるスパイラル鉄筋を巻き付けながら建て
込むものである。
その後，軸方向鋼材に同様のストランドを用いる

が，ストランドの可撓性を利用してストランドを螺旋
状にすることにより，写真─ 1に示すような伸縮可能
な鉄筋かごを用いる工法（以下，本工法と呼ぶ）が開
発された。本工法では，工場で組み立てて縮小したか

ごを極めて短時間で建て込めることから，低空頭下
で，しかも夜間のみでの施工が要求される鉄道工事に
おいて，建込み時間の劇的な短縮やそれによる品質の
向上をもたらすものである。2つのストランド場所打
ち杭工法には設計・施工に係る共通点も多いことか
ら，鉄道ACT研究会では両者に関する技術資料 4）を
まとめ，本工法を「工場組立縮小・現場伸展方式」と
呼んでいる。
本文では，渋谷駅改良工事に初めて採用した本工法
の概要について紹介する。

2．工場組立縮小・現場伸展方式の概要 5）

本工法の軸方向鋼材には，可撓性に優れる PC鋼よ

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

写真─ 1　伸縮可能な鉄筋かご
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り線 F50（SWPR7B 相当，SEEE ストランド。素線
構成 7×φ 8.1，公称径 24.3 mm，断面積 277.1 mm2，
引張強度 500 kN）を用いている。円形に加工する帯
鉄筋は普通強度の異形鉄筋であるが，フレア溶接や重
ね継手ではなく，突合せ抵抗溶接により溶接閉鎖型に
加工したものを用いる。
軸方向鋼材と帯鉄筋の交差部には，互いの交差角度

が変化できる結合回転治具を使用する。結合回転治具
は，図─ 1に示すように，ストランドを把持する部
品と帯鉄筋を把持する部品を，回転可能なようにねじ
棒やリベットで結合したものである。
ストランドの可撓性を利用して鉄筋かご全体をねじ

ると，ストランドは螺旋状に変形してかご全体を縮小
することができ，写真─ 2に示すように，鉄筋かご
は自重だけで容易に伸展する。

3．工事概要

（1）渋谷駅改良工事の概要
渋谷駅改良工事は，国土交通省関東地方整備局が進

める国道 246 号拡幅事業および渋谷駅街区土地区画整
理事業との共同事業として進める駅施設の大規模改良

工事であり，山手線・埼京線のホームの移設・改築，
銀座線橋梁の架替，駅ビル再開発，東西自由通路の整
備，エレベータ設置等のバリアフリー化などの各種工
事を，段階的に実施するものである。この工事では，
JR線4線と東京メトロ銀座線2線を受け替えながら，
既設の盛土や高架橋を撤去して高架橋を構築するた
め，近年でも最も厳しい施工条件となっている。

（2）杭の諸元と施工条件
同工事では各線の高架橋を受け替える仮橋脚の基礎
に，専用の掘削機で施工する鋼管杭を標準的に採用し
ている。しかし，山手線内回りの仮橋脚は，図─ 2に
示すように既設高架橋の直下で，施工空頭は杭孔直上
で 3.5 m 程度である上，施工箇所へのアプローチが山
手線内回りの桁下空間のみとなっていた。その空頭が
2.6 m 程度で鋼管杭施工機械や鉄筋かご搬入の制約と
なったことから，本工法を採用した。
仮橋脚は 3本の基礎杭に支持される 2径間の鋼製門

型ラーメン構造である。杭径は 1.2 mで，杭長は 8.5 m
である。なお，掘削工法は，掘削機が比較的小型で，
正循環工法でありながら品質のよい杭体の構築が可能
なBCH工法 2）を採用した。

（3）杭の設計
仮橋脚の設計は，工事桁工法設計施工マニュアル 6）

により行い，大規模地震に対する検討は，地震時保有
水平耐力法により設計水平震度 0.8 を考慮した。軸方
向鋼材が高強度なため，通常の場所打ち杭と同様のコ
ンクリート強度とした場合，曲げ圧縮破壊先行となる

図─ 1　結合回転治具

写真─ 2　伸展した鉄筋かご 図─ 2　施工箇所の概要
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ため，コンクリートの設計基準強度を 40 N/mm2 と
し，施工条件による圧縮強度の低減率は泥水の比重管
理を前提として 0.8 とした 7）。杭柱接合部の設計は，
図─ 3に示すアンカーフレーム方式とし，柱部材（H-
414 × 405 × 18 × 28，SM490）の曲げ耐力の 1.3 倍
の設計曲げモーメントに対して降伏しないようアン
カーボルト量を決定した 8）。
なお，アンカーフレーム設置の施工性等から，杭頭

部の軸方向鋼材は異形鉄筋とし，ストランドと重ね継
手により接続した。

（4）鉄筋かごの諸元
杭長は 8.5 m であるが，前述のアンカーフレームの
設置などの制約から，杭頭 0.6 m の範囲の軸方向鋼材
は異形鉄筋としたため，ストランド鉄筋かごのかご長
は約 7.9 mとなる。
用いた鉄筋かごを図─ 4に示す。縮小時には 1.25 m
となり，縮小率は 1/6.3 程度となっている。ストラン
ドは前述の F50 を用い，コンクリートへの定着のた
め，端部に圧着したスリーブにねじを切削するマン
ション加工（写真─ 3）したものを 12 本配置した。
帯鉄筋はD19（SD345）を 150 ～ 200 mm間隔で配置
した。鉄筋かごの径は，帯鉄筋のかぶりが通常の場所
打ち杭と同程度となるように 1,004 mmとし，軸方向
鋼材のかぶりは結合回転治具の厚みにより 128 mmと
なった。鉄筋かごは伸展時に杭孔の中で回転するた
め，スペーサーは孔壁への接触時の影響が小さくなる
よう，鋼板を上下と左右それぞれに丸みを持たせた十
字型の形状とし，設計杭径からの離隔は 20 mm程度
とした。

図─ 3　杭頭接合部

図─ 4　鉄筋かごの製作図

写真─ 3　マンション加工
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4．伸縮式鉄筋かごの製作と建込み

（1）鉄筋かごの製作と管理
組立ては，結合回転治具のねじを締めながら行うも

ので，特殊な工具等は不要であるが，通常より精度を
要することから，ストランド，帯鉄筋の双方の治具取
付け位置にマーキングしてから組み立てた。組立て作
業は，写真─ 4に示すように，鋼管等で吊り下げた
帯鉄筋の中に，治具を取り付けたストランドを挿入し
て順次結合する方法が効率的である。なお，かごの要
所には補強リングを配置しているが，ストランドとは
同様の結合回転治具で結合している。
縮小作業は，写真─ 5に示すように人力で縮小可
能であり，かごを吊ったまま全体をねじると縮小し始
める。縮小途中で反力が最大となるため，必要に応じ
て荷締め工具を利用した。後述するかご下端の杭底フ
レームのみ，縮小後に取り付けた。
通常の鉄筋かごの鉄筋組立完了検査に相当する組立

精度の確認は，縮小前に行った。また，縮小・伸展が
問題なく現場で行えることを確認する目的で，同一
ロットに 1 本の頻度で，写真─ 1で示したように，
工場内でクレーンにより伸展・再縮小を行った。

（2）鉄筋かごの建込み
縮小状態の鉄筋かごは，重量が 650 kg であったた
め，写真─ 6に示すように，台車で場内を運搬し，
建込みのための架台に吊り込んだ。
建込み架台は図─ 5，写真─ 7に示すように，H形

鋼を主部材とした立体フレームで，移動のためのロー
ラを装備している。孔口周囲で組立てたのち，みぞ型
鋼のレール上を孔口まで移動した。
鉄筋かごは自重で伸展するため，かごの伸展は，か

写真─ 4　鉄筋かごの組立て

写真─ 5　鉄筋かごの縮小

写真─ 6　鉄筋かごの施工ヤード内運搬

図─ 5　建込み架台

写真─ 7　建込み架台へのかごの吊り込み
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ごの上端を架台に固定し，かご下端に取り付けたウイ
ンチを巻下げることで行った。架台に固定するのは，
伸展中の鉄筋かごの横ブレ防止と伸展後の鉛直性の確
保のためである。伸展のためのウインチワイヤは，滑
車を介して建込み架台の周辺に設置したウインチか
ら，写真─ 8に示すような遠隔操作で玉掛け外しが
可能な治具を用いて，杭底フレームに玉掛けした。

ワイヤの巻下げ速度に制限はないが，これまでにク
レーンを用いて気中で伸展・縮小した実績を参考に，
2.6 m／分程度とした。ウインチによる伸展後は，か
ご上端をチェーンブロックで受け替え，所定の深度ま
で降下し，杭頭部の補強鉄筋を介して孔口から吊った
状態で固定して，建込みを完了した。
鉄筋かごの架台へのセットは 20 分程度，伸展作業

は 5分程度であった。伸展そのものに要する時間が極
めて短いことから，き電停止間合いで杭 1本の建込み
を完了することができることが確認された。通常の鉄
筋かごによる施工では，短尺かごの鉄筋継手 1段の接
続作業だけで 40 分程度を要し，資機材の搬入の制約
などから建込みが数日に及ぶことも多いことから，大
幅に施工が効率化されたといえる。

5．コンクリートの打込み

仮受け橋脚は杭 3本からなるが，現時点で 2本の施
工が完了した。鉄筋かごの製作から建込みは 2本で同
様であるが，コンクリートは，1本目はトレミーによ
る打込み，2本目はポンプによる打込みとした。

（1）打込み方法について
場所打ち杭のコンクリートの打込みは，泥水中への

打込みとなることから，トレミー管を用いて行ってい
る。コンクリートはトレミー管下端から排出された

後，孔の底部から上方に流動し，その際，かご底部の
鉄筋がコンクリートの流動を阻害するため，打込み初
期にコンクリートがかごを持ち上げ，いわゆる鉄筋か
ごの浮上りが生じてしまうことがある。
本工法においては，ストランドに可撓性があるこ
と，また通常の鉄筋かごに比べ軽量になること，さら
にかごが容易に伸縮することから，コンクリート打込
み時にかごが浮き上がったり，ねじれて変形する懸念
があり，その対策が必要であった。
そこで，孔口から吊った鉄筋かごの杭底フレームを
トレミー管で押さえながらコンクリートを打込む方法
を開発し，施工性試験 9）を経て実施工に適用した。
さらに，狭隘な作業ヤードでの作業性等を考慮し，ト
レミー管を用いたポンプ施工についても試験を行い，
効果を確認している。
本工法に用いるトレミー管は，鉄筋かごの底部を押
さえ付けるための機能と，杭底のスライムを吸引でき
る機能を有している。図─ 6にトレミー管の構造を，
写真─ 9に 6 mに接合したトレミー管の全体を，写真
─ 10にトレミー管が鉄筋かごの杭底フレームを押さ

写真─ 8　鉄筋かごの玉掛け装置

図─ 6　トレミー管の構造

写真─ 9　接続状態のトレミー管
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え付けている状態を示す。
最下端のトレミー管は，長さ 2 mの口径 10 インチ

管（径 250 mm）を改造したもので，鋼管周囲に杭底
フレームに当接する安定翼形状の鋼板 4枚を溶接した
テール管と，その外側にかぶせた 12 インチの鋼管（ス
ライド管と呼ぶ）から構成される。安定翼を覆う部分
のスライド管はスリット加工してあり，スライド管は
テール管に対し，1 m延伸できる構造としている。
杭底フレームは，曲げ加工した平鋼板を，杭下端部

の補強リングにボルト接合したもので，写真─ 11に
示すように，中心部分が正方形に開口し，テール管の
安定翼が確実に当接するような寸法とした。

通常のトレミー工法でのトレミー管下端は，孔底か
ら 0.2 ～ 0.3 m 程度引き上げ，プランジャが抜けるよ
うにしている。本工法においても，鉄筋かごの下端は，
コンクリートの排出が行えるようにスライド管先端が
孔底工から 200 mm程度上方となる位置とするが，実
際の施工では，そこから 1 m余掘りしても，スライ
ド管が孔底まで延伸し，2次スライム処理が確実に行
える。スライド管重量は約 90 kg であり，スライド管
に付けたワイヤーにより上下することができる。

（2）トレミーを用いた打込み
トレミー管は建込み前にあらかじめ仮組みして長さ
をマーキングし，トレミー管を建て込んだ状態でも鉄
筋かごが伸展していることを再度確認したが，建込み
時の検尺テープによる検測結果との差は 10 mm以内
であった。
コンクリートの打込み手順は，トレミー管で杭底を
押さえている以外は通常の場所打ち杭と同様である。
まず，先端から 3 m程度打ち込んだのちトレミー管
を 1 m引上げ，杭底フレームの抑えを終了した。そ
の後はコンクリート 1 m程度の打込みとトレミー管
1 mの引き上げを交互に行った。
打込み中，杭天端のストランドや吊り鉄筋の変位は
見られず，検尺テープによる伸展長さの測定値にも変
動は生じなかったことから，鉄筋かごの縮小，浮上り
等の問題が生じなかったことが確認できた。約 12 m3

の打込みをおよそ 80 分で完了し，通常の場所打ち杭
と大差ない打上り速度で施工できた。

（3）ポンプを用いた打込み
トレミー工法において，コンクリートの排出が滞る
ことは，通常の杭施工においても度々発生するが，特
にトレミー管が短く管内のコンクリート水頭が小さい
ほど生じやすい。本工法においては，初回のトレミー
管の切離し後であれば，トレミー管の上下搖動によっ
て排出を促すことができるが，初回切離しまでは，か
ごを押さえ付ける必要から，上下搖動は行えない。
実施工では，スランプの低下等ある程度のコンク
リートの品質変動は避けられず，コンクリートが計画
通りに供給されないなどのトラブルも予想されること
から，作業時間が夜間のみに制限されることの多い鉄
道工事においては，上述のトレミー工法ではリスクが
残ると考えられた。この施工リスクを回避・低減する
方法としては，トレミー管にポンプ配管を直結し，圧
送しながら打込む方法が考えられる。トレミー管を利
用したポンプ施工は，水中コンクリートでは一般に行
われており，そのコンクリートの性状は，トレミー工
法の場合と基本的には同様と考えられている 10）。鉄
道工事では，孔口までトラックアジテータが進入でき
ることは少なく，場内運搬にポンプ圧送を用いること
がむしろ通常であることからも，トレミー管を利用し
たポンプによる打込みは合理的と考えられる。
そこで，2本目は，このポンプ施工により打込んだ。
トレミー管は，狭隘な作業ヤードでの人力での作業性
を考慮し，前述の10インチから8インチ（径 200 mm）
に変更して軽量化した。また管の接続は，ねじ式接合

写真─ 10　杭底フレーム

写真─ 11　場内のポンプ配管からトレミー管への接続
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からフランジボルト接合に変更し，安定翼の向きの管
理を容易にした。
ポンプ車からの配管（径 100 mm）は実延長 59 m，

水平換算距離 112 mである。配管とトレミー管は，写
真─ 11に示すように，テーパ管およびエルボ管によ
り接続した。打込み初期の材料分離対策のスポンジ
ボールをトレミー管天端に仕込んだのち，トレミー管
との接続を行った。
鉄筋かごの杭底フレームをトレミー管の安定翼によ

り抑えた状態で打込みを開始し，杭底から 4 m程度
まで打ち上げたのち，エルボ管を取り外してトレミー
管を 1 m引き揚げ，以後，通常のトレミー管による
打込みとした。
エルボ管の取り外しは 5分程度で完了し，サイクル

タイムへの影響は僅かであった。圧送時とトレミー管
による打込み時で，ポンプ車からの圧送圧力に大きな
差が生じることはなく，トレミーによる打込みと同様
に，鉄筋かごの縮小，浮上り等の問題も生じなかった。

6．おわりに

鉄道工事は「低空頭狭隘」と括られることが多いが，
その条件は多様であり，ストランド場所打ち杭工法も
万能ではない。しかし，今回紹介したような施工条件
では，工期の短縮と品質の確保の面から考えて，十分
に寄与する工法であると考えられる。ここで得た知見
をもとに，さらなる改良と適用拡大に努め，鉄道を中
心とした都市のリニューアルに貢献していきたい。
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鉄道工事に利用される軌陸機械

貝　吹　　　務

建設現場における機械の需要は作業員の高齢化，減少などに伴い益々増加を続けている。同時に機械化
施工も進んできている。鉄道工事で使用される機械，いわゆる軌道陸上兼用機械（以後軌陸機械という）
の需要も同様であり，今稿では軌陸機械の特徴とレンタル運用について紹介する。
キーワード：非常用装置，安全装置，夜間対応

1．はじめに

鉄道関連工事というと線路の敷設や軌道，電気，信
号設備など線路設備の更新や定期的なメンテナンス工
事が思い浮かべられるが，現在首都圏だけでも渋谷，
新宿，品川など大型ターミナル駅改良工事，エスカレー
ター，エレベーター設置などのバリアフリー関連工
事，ホームドア，内包線付き点状ブロック設置などの
ホーム上の安全対策関連工事，線路の連続立体交差
化，地下化による交通バリアフリー関連工事，盛土，
切土耐震，橋脚耐震など耐震関連工事など数多くの工
事が施工，および予定されている。それらの鉄道工事
では商用線路を利用して移動し，作業できる軌陸機械
の需要が増加してきている。線路内で作業するため汎
用機械とは異なる装置が軌陸機械には装備されてい
る。いかなる仕様の装置が装備されているか，そして
その整備や保守管理またレンタルの運用はどのように
なされているかなどについて紹介する。

2．軌陸機械とは

軌陸機械にはダンプトラックや油圧ショベルなどが
あり，道路上を走行するタイヤやクローラのほかに線
路上を鉄車輪によって走行できる機能を装備してい
る。主な機種としてダンプトラック（写真─ 1），自
積載トラック（写真─ 2），油圧ショベル（写真─ 3），
クローラクレーン（写真─ 4），高所作業車（写真─ 5）
などがある。道路または作業帯をタイヤやクローラで
走行し，踏切から線路内に入り，鉄車輪をレールに乗
せ，鉄車輪を駆動させ軌道上を走行する。各メーカー
によって異なるが鉄車輪の駆動は PTOポンプによる

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

写真─ 1　ダンプトラック

写真─ 2　自積載トラック

写真─ 3　油圧ショベル



74 建設機械施工 Vol.71　No.8　August　2019

油圧を動力源としている。軌陸機械を使用する鉄道工
事は基本的に終電から始発までの極限られた時間帯で
の作業である。また商用線路を使用し移動するため軌
陸機械の走行姿勢は車両限界範囲以内であることが条
件であるとともに，汎用機械には無い特別な装置（以
後非常用装置という）が装備されている。それについ
て主要なものを紹介する。

3．非常用装置

軌道上で何らかの原因で軌陸機械がエンジン停止な
どにより操作できなくなった時，主要装置以外で軌道
外に脱出させなければならない。そのため各機械には
メーカーによって仕様や操作方法は異なるが，それぞ
れに非常用装置が装備されている。油圧ショベルなど
重機系の機械ではメインのエンジンが停止した時に備

え，サブエンジン（写真─ 6）が装備されている。こ
れを起動させることによって，メインエンジンでの作
動と同じ操作が可能であり，軌陸機械を軌道外へ移動
させる事ができる。さらにサブエンジンも停止した場
合には，手動油圧ポンプ（写真─ 7）が内蔵されてい
る。この操作によってブームの上げ下げ，旋回などの
作業機の操作，鉄車輪の上げ下げなどが可能になる。
また鉄車輪は油圧モーターと接続されているがモー
ターからの切り離しクラッチ（写真─ 8）の操作と鉄
車輪のブレーキ解除も手動での操作が可能であり，鉄
車輪をフリーにして別途モーターカーなど牽引車両に
よる移動や最終的な手段として人力による軌道上の移
動が可能となっている。ダンプトラックなど車両系の

写真─ 4　クローラクレーン

写真─ 5　高所作業車

写真─ 6　サブエンジン

写真─ 7　手動油圧ポンプ

写真─ 8　鉄車輪クラッチ
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機械も同様に非常用装置が装備されている。メインエ
ンジンが停止した時でも電磁ポンプへの操作切り替え
（写真─ 9）により，バッテリーを電源として荷台，
クレーン，ブーム，デッキ，アウトリガーなどの格納
や旋回操作，鉄車輪の上げ下げなどの操作ができる。
さらに手動油圧ポンプ（写真─ 10）が内蔵されてお
り，手動によるポンプ操作とバルブの切り替えによっ
て同様の操作が可能になっている。鉄車輪の油圧モー
ターからの切り離し（写真─ 11）やブレーキの解除
も可能であり，重機同様モーターカーなど牽引車両に
よる移動，人力による移動が可能となっている。
その他にも軌陸機械特有の安全装置が装備されてい

る。代表的なものを幾つか紹介する。

4．高さ制限設定装置

油圧ショベル，クローラクレーンや自積載トラック
のクレーンには高さ制限設定装置が装備されている。
高さ制限設定装置とは油圧ショベルのバケットやク
レーンの先端部を任意の高さで自動的に停止させるよ
うセットする安全装置である（写真─ 12，13）。軌道
上ではトロリー線やキ電線など空中にある設備に接触
しないように決められた高さ位置で作業機を停止させ
なければならない。汎用機でも装備されているものも
あるが軌陸機械は一旦指定高さを設定するとエンジン
を停止させてもセットを解除しない限りその設定が継
続されるところが特徴であり，自積載トラックにはク
レーンの高さ制限が予め設定されている機種もある。

5．保安ブレーキ

軌陸機械が軌道上で何らかのトラブルなどでエンジ
ン停止や運転不能になったとき，機械の逸走を防止す
るために，別途の油圧ポンプで鉄車輪のブレーキを操
作する安全装置（写真─ 14，15）である。運転席に
装備し，非常時の手押し移動や駐車の際，運転者がそ
の油圧ポンプを操作することで鉄車輪のブレーキ操作
ができる。

写真─ 9　バルブ切り替え

写真─ 10　手動油圧ポンプ

写真─ 11　鉄車輪クラッチ

写真─ 12　クローラクレーン高さ設定

高さ設定ボタン 

写真─ 13　自積載クレーン高さ設定

高さ設定ボタン 
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6．停止ボタン

通常のブレーキ操作以外に軌陸機械が線路を走行
中，そのボタンを押すことにより，鉄車輪にブレーキ
をかけ，停止させることができる装置が装備されてい
る（写真─ 16）。また機械を軌道上に停車させるとき
にそのボタンを押しておく事で軌陸機械の逸走を防止
できる安全装置である。

7．整備・点検

機械のレンタルにあたっては出庫点検，月次点検，
年次点検などの整備点検を行っている。その他に車
検，クレーン検査，特定自主検査などの法定検査があ
る。軌陸機械は基本的に終電から始発までの限られた
時間の中で使用される。このため機械のトラブルは工
事への影響だけでなく，列車の運行に支障をきたすこ

とになりかねない。従ってその整備は最大限の注意を
払って行われる。整備点検は通常の点検項目のほかに
軌陸機械特有の点検項目を網羅した基準に沿って行わ
れる。例えば軌陸機械のバッテリーは基本的に 2年ご
とに交換している。重機のクローラは専用の絶縁ゴム
シューを使用しており，その交換条件は亀裂等以外に
内部ワイヤーの露出も交換基準となる。鉄車輪は絶縁
されており，絶縁値は 500 V メガテスターで測定し，
1メガオーム以上という検査基準があり，測定個所も
鉄車輪間，鉄車輪と機体間などの基準がある。また鉄
車輪間の寸法の測定も重要である。国内の各鉄道会社
のレール幅（軌間）は 3種類あり，軌陸機械を整備，
出庫する際には使用する各線路の軌間に合わせて調整
しており，都度その寸法を測定している。さらに軌陸
機械特有の安全装置である，高さ制限設定装置や保安
ブレーキも実際に作動をさせてその機能の確認をして
いる。最終的に検査用線路に軌陸機械を載線し，走行
や制動テスト，各種操作確認，非常用のサブエンジン
での操作，手動油圧ポンプの動作などを確認し点検表
に記録し保管している。

8．軌陸機械のレンタル運用

軌陸機械のレンタルにあたっては先に述べた整備・
点検を確実に行ったものを提供するとともに，単に機
械をレンタルするだけではなく，実際のオペレータやお
客様に対し安心して使っていただくためのサービスを
提供している。お客様の要望に応じ現場へ出張，また
は社内の整備・検査用線路を利用し，機械の運転操作
から鉄車輪の脱輪復旧操作やサブエンジンでの操作，
手動油圧ポンプでの操作など非常時に備えての運転訓
練を行っている。また機械の搬入，搬出についても作
業開始前の深夜であったり，作業終了後の早朝であっ
たりすることもある。お客様との事前の打ち合わせを
しっかり行い，輸送業者への綿密な指示も重要である。
さらに軌陸機械の使用は基本的に深夜であるため，
その時間帯での対応ができる体制を整備していること

写真─ 14　油圧ショベルの保安ブレーキ用油圧ポンプ

写真─ 15　ダンプトラックの保安ブレーキ用油圧ポンプ

写真─ 16　停止ボタン

停止ボタン 

停止ボタン 
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も重要な要素である。機械の運転説明，立ち合い，修
理，また何らかのトラブル，操作方法の確認などがあっ
たりしたときにお客様からの連絡に応えるため，弊社
では「夜間トラブル 110 番」というサービス体制を組
織し，夜間対応に備えている。

9．関連商品

鉄道現場で使用される軌陸機械以外の関連商品をい
くつか紹介する。油圧ショベルに取り付けて使用する
バラスト突き固め用タイタンパ（写真─ 17），油圧ショ
ベルのバケットと枕木グリッパーを兼用するグラップ
リングバケット（写真─ 18），3 t 未満牽引仕様の軽
便トロ（写真─ 19），線路上の簡易組み立て作業台（写
真─ 20），超軽量の簡易踏切マット（写真─ 21）な
どがある。

10．おわりに

鉄道現場における機械化は今後も一層進んでいくと
思われる。軌陸機械も多様な用途に沿ったものが開発
され，レンタルへの依存も増加してくる。しかし深夜
の短時間の工事や商用線を使用しての工事などその特
性に変わりはない。このような条件の中で，軌陸機械

のレンタル運用にあたっては，機械の整備点検，保守
管理のみならず，非常時の運転訓練への協力や夜間対
応などのバックアップ体制を整えることも重要な要素
であり，いかに安心してお客様に使っていただけるか
をシステムとして高めながら運用していきたい。
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写真─ 17　スーパータイタンパ

写真─ 18　グラップリングバケット

写真─ 19　3 t 牽引仕様トロ

写真─ 20　簡易組み立て作業台

写真─ 21　超軽量簡易踏切マット
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地震検知から最短 1 秒で警報出力
地震時に迅速に列車を減速・停止させる

岩　田　直　泰・是　永　将　宏・山　本　俊　六

日本は世界的に見ても地震が多く発生する国であり，鉄道は都市内や都市間において国内に広く展開さ
れていることから常に地震の脅威に直面していると言える。地震時に乗客の安全を確保する措置として日
本の鉄道では専用の地震計を用い，その地震計で観測した情報をリアルタイムに処理し必要に応じて警報
を出力する早期地震警報システムが導入されている。
早く列車を停止させるには伝播速度の速い P波の情報が有効である。鉄道では，単独観測点の P波初
動の情報から必要に応じて警報を出力する地震計が稼働している。地震はいつどこで発生するか分からな
いという状況の中，この地震計の性能を高め安全性を向上させることは常に万全を尽くすべき研究課題と
言える。以上の背景から，これまで鉄道総合技術研究所（鉄道総研）は，迅速かつ確実に警報を出力する
ために地震計の処理の改良に取り組んできた。本稿では，鉄道における早期地震警報の概要を述べると共
に，その高度化に向けた取り組みと性能向上に対する総合的評価について述べる。
キーワード：  早期地震警報，地震諸元推定，ノイズ識別，地震計，性能評価

1．早期地震警報の概要

地震時において乗客の安全を確保するためには，強
い揺れに見舞われても鉄道施設が健全であることが大
切である。過去に発生した地震を振り返ると，構造物
のみならず軌道や駅施設などの被害によって，列車の
運行に支障を生じた事例が報告されている。このよう
なことから，地震時に鉄道施設の被災が懸念される場
合には，乗客の安全確保のために素早く列車を停止さ
せることが重要となる 1）2）。
鉄道のための地震計は図─ 1のように計測部と処

理部で構成されており，線路直近に概ね一定間隔で設
置される地震計と，地震発生域に近くなるよう海岸近
傍に設置される地震計の 2種類がある。これらの地震
計はサーバーを介してネットワークで接続されてお
り，警報の情報などを地震計間で通信している。この
サーバーと複数の地震計などをあわせて早期地震警報
システムと呼んでおり，このシステムが用いている専
用の地震計の処理を図─ 1によって説明する。
地震が発生すると，P波や S波と呼ばれる地震波が

生じ地中を伝播していく。このうち，地震計には伝播
速度の速い P波が最初に到達する。まず，地震計は
この P波の到達を自動で検知する（① P波検知）。次
に，検知した P波の情報を用いて，地震計はその位
置から震央までの距離（震央距離）と水平面で北から

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

時計回りの角度（震央方位）を求める。また，震央距
離と P波の振幅最大値から地震の規模（マグニチュー
ド）を逐次計算する。ここでは震央距離と震央方位，
マグニチュードを合わせて地震諸元と呼ぶ（②地震諸
元推定）。さらに，地震計は測定された振動が地震に
よるものか，列車走行などのノイズによるものかを識
別する。P波の到達直後の揺れは一般的に微弱である
ため，誤警報防止の観点からノイズ識別は重要な処理
の 1つである（③ノイズ識別）。そして，観測された
振動が地震によるものと識別された場合，地震計は警

図─ 1　早期地震警報システムで用いる地震計の処理の流れ
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報範囲内の列車に対し警報を出力し列車を停止させ
る。警報範囲の算定には，過去の鉄道被災事例に基づ
きマグニチュード（M）と被災地点の震央距離（Δ）
の関係を図─ 2の通り整理して，被害が生じる可能
性のある範囲を求める方法（M-Δ法）を採っている。
停止のための警報信号は，推定した震央位置から警報
範囲内の列車に対して出力される（④警報出力）。
2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震などにお

いて，早期地震警報システムで用いる地震計は列車停
止に向けた警報を早期に出力するなど有効に機能した
実績があり 3），この地震計が鉄道の地震防災に果たし
ている役割は大きいと考える。

2．地震計の高度化

2011 年東北地方太平洋沖地震の後も，2016 年の熊
本地震，2018 年の大阪府北部の地震や北海道胆振東
部地震などで強い揺れが生じて鉄道に影響を与えてい
る。地震に対する鉄道の安全性向上への要望は常に高
いことから，鉄道総研では従来より稼動している地震
計の高度化を目指し，図─ 1の P波検知，地震諸元
推定，ノイズ識別の各アルゴリズムの改良を行った。

（1）地震諸元推定アルゴリズムの高度化
地震諸元推定の中から，本稿では単独観測点の震央

距離の推定アルゴリズムならびに推定時間の短縮につ
いて紹介する。地震計が最初に観測するP波において，
P波到達直後の数秒間における上下振幅の増加程度
は，震央距離と関係があることが確認されている。例
えば，振幅の増加が急である場合は地震計の設置地点
から近い地震，緩やかな場合は遠い地震の傾向があ
る。この特性を利用して，従来は図─ 3の通り時間
に伴うP波振幅の絶対値に対して簡単な関数をフィッ

ティングし，得られた上下動の増加程度の値（係数B）
から統計的に震央距離を推定していた（B-Δ法）4）。
従来のアルゴリズムを高度化する目的から，震央距
離が同程度でマグニチュードが異なる P波の上下動
振幅の増加程度を詳しく分析したところ，図─ 4の
例のように P波到着直後のごく初期の形状は直線的
であり，その傾きはマグニチュードによらず震央距離
に依存することが認められた。これは，地震計により
観測される地震動の中でも，P波到達後のごく短い時
間のみに着目すれば震央距離をより正確に把握できる
ことを表している。図─ 4に示す単純な関数により

図─ 3　従来アルゴリズムのP波振幅増加程度の定量化手法（B-Δ法）

図─ 4　P波初動部の上下動振幅の例（C-Δ法）

図─ 2　警報出力範囲の算定（M- Δ法）
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この特性の定量化を行い，得られた上下動の増加程度
の値（係数C）と震央距離の関係を再整理したところ，
震央距離の推定に要する時間は 4分の 1と大幅に短縮
され，推定精度は従来と同等もしくはそれ以上となる
ことが確かめられた（C-Δ法）5）。
ここでは震央距離の推定アルゴリズムの改良につい

て紹介したが，改良したアルゴリズムを実装した地震
計では P波検知や震央方位推定，マグニチュード推
定ならびにノイズ識別についても精度向上や時間短縮
を図っている。従来のアルゴリズムによる警報出力は
最短で P波検知の 2 秒後となるが，改良したアルゴ
リズムは最短 1秒後に警報を出力することができる。

（2）ノイズ識別アルゴリズムの高度化
早期地震警報において，伝播速度の速い P波情報

の活用が有効なことは先に述べた通りである。しか
し，P波初動は一般的に揺れの程度が小さいため，誤っ
た警報の出力を防ぐ観点から対象とする振動が地震動
であるか否かを正確に判別する必要がある。特に，線
路の近くに設置される地震計は列車走行に伴う振動の
影響を受けることからノイズ識別の重要性は高い。従
来の地震計でも，地震動と列車振動を識別する処理が
組み込まれており，具体的には卓越する振動方向の違
いに着目した指標に基づいて識別を行ってきた。
ノイズ識別の高度化に向けて地震動と列車振動の卓

越周波数帯域を比較したところ，地震動は相対的に低
周波，列車振動は相対的に高周波の揺れが強いことが

明らかとなった。このような周波数成分の違いに着目
した新たなノイズ識別指標を定義した 5）。図─ 5にお
いて，1段目は記録された波形，2段目と 3段目はそ
れぞれ高周波と低周波の振動のみを取り出した波形，
4段目は得られた両波形の比を示す。4段目の振幅比
において，左の地震動では P波の到達後にこの値が
変化し基本的に小さくなる。一方，右の列車振動では
列車通過中においてこの値は基本的に大きくなる。こ
の振幅比を識別指標として定めた。
開発したノイズ識別アルゴリズムは従来の振幅に基
づく指標と新たに定義した周波数に基づく指標の両方
を用いることとしている。振幅と周波数の情報を共に
活用することからノイズ識別性能は大きく改善される
ことを確認している。

3．開発アルゴリズムの総合性能評価

従来アルゴリズムに対する改良アルゴリズムの警報
出力性能を検証する目的から，列車停止に向けた警報
出力の範囲とタイミングの評価を行った 6）。
まず，警報出力範囲の検証では，対象とした地震ご
とに地震諸元推定アルゴリズムによる推定と気象庁情
報による正解の警報出力範囲を比較した。この範囲は
先に述べた図─ 2のM-Δ法を適用しており，性能検
証の概念を図─ 6に示す。検討の結果，表─ 1の通
り改良アルゴリズムでは従来アルゴリズムに対して適
切な警報を発した面積（正解率）が約 6％向上し，不

図─ 5　新たに定義したノイズ識別指標の例（左：地震動，右：列車振動）
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要な警報を発した面積（空振り率）は約 85％減少す
ることが明らかとなった。
次に，警報出力タイミングの検証では，近年の主な

被害地震について地震ごとに従来と改良のアルゴリズ
ムによる警報出力タイミングを比較した。警報出力タ
イミングは，地震諸元推定アルゴリズムに基づく警報
出力範囲に，推定を行った地震計が含まれた時点と定
義した。図─ 7に，一例として 2004 年新潟県中越地
震による複数の地震計を対象とした検証結果を示す。
横軸は地震発生からの経過時間，縦軸は警報出力した
地震計の割合を示しており，この地震の場合，地震検
知や地震諸元推定の性能向上の結果として，改良アル

ゴリズムは従来アルゴリズムに対して 4秒程度早く警
報出力する結果が得られた。
ここで述べた総合性能評価から，地震諸元推定アル
ゴリズムの改良によって従来よりも適正な範囲に警報
が出力されると共に早期性も高まることが確かめられ
た。これより，地震時における走行列車の安全性や安
定性が向上すると見込まれる。

4．おわりに

鉄道では地震発生時に迅速かつ確実に列車を停止さ
せることを目指し，専用の地震計を用いた早期地震警
報システムを導入している。ここでは，地震計の処理
概要を説明すると共に震央距離推定の新たなアルゴリ
ズム，またこれらを導入した場合の総合的な性能評価
に関する紹介を行った。本稿で述べた改良アルゴリズ
ムを実装した地震計は 2018 年 5 月以降，新幹線の早

図─ 7　警報出力タイミングの比較例（新潟県中越地震，M6.8）
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図─ 6　警報出力範囲の正解率と空振り率の概念

表─ 1　警報出力範囲の正解率と空振り率

従来アルゴリズム 改良アルゴリズム
正 解 率 0.87 0.93
空振り率 1.42 0.19
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期地震警報システムへ順次導入されている。高度化さ
れた地震計の導入により，警報の信頼性や即時性が向
上し地震時の安全性が高まると考える。
さらに鉄道総合技術研究所では，海溝で発生する巨

大地震に対してより迅速に警報出力ができるよう，防
災科学技術研究所や海洋研究開発機構が設置している
海底地震計の情報を活用する研究を各機関と共同で進
めている。加えて，地震時に停止させた列車の素早い
運転再開を支援することなどを目指し，公的な地震情
報を用いて鉄道路線上の地震動を推定すると共に構造
物の被害ランクを推定するシステムを開発している。
鉄道総研は，将来発生する地震に対して鉄道の更なる
安全性向上を目指し今後とも研究開発を進めていく。
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工事用の蒸気機関車小史

岡　本　直　樹

戦前の陸上の主力輸送手段は鉄道であり，工事用の資材運搬も軌道輸送が主で，大規模土工も然りであっ
た。そして，その頃の機械化施工である軌条（レール）工法を牽引したのが工事用機関車である。本稿で
はその工事用の蒸気機関車とその関係史を小史としてまとめた。工事用蒸気機関車の機種と携わった工事
について，編年順に内務省と国鉄系を中心に紹介する。最後に蒸気からディーゼルの時代への変遷と軌条
工法の終焉までを付記した。
キーワード：工事用軌道，レール工法，土工機関車， 軽便鉄道，トロッコ，建設機械史，土木史

1．はじめに

明治維新政府は殖産興業政策の基，運輸インフラは
近世からの伝統的水運（沿岸海運と河川舟運）による
運輸体系の延長線上で，まず，港湾・運河・河川を改
修整備した。併行して，新しい交通体系として鉄道敷
設を急ぎ，財政難から民間投資に頼った部分が大きい
が，30 年程で列島骨格幹線を完成させた。これによ
り内陸輸送は舟運から鉄道網への移行が進み，河川改
修も低水工事（通船）から高水工事（洪水防御）への
転換が要請され，明治 29 年に河川法が制定され，本
格的な機械化土工として，大規模な工事用軌道が敷設
され，工事用機関車の配備が始まる。それまでも鉄道
敷設に鉄道が使われたのは当然であり，各種工事の資
材運搬に本線が利用されていた。その他には港湾等で
局所的な敷設はあったが，大規模な仮設軌道の敷設
は，全国の主要河川改修工事（高水工事）と共に始まっ
ている。
まず，本題に入る前に Bタンク等の用語を説明し

ておく。蒸気機関車のタイプ区分は，炭水車を牽引す
るのがテンダ形，機関車に石炭と水を積んでいるのが
タンク形である。また，動輪の区分では，B形は 2軸
動輪，C形が 3軸動輪のことである。

2．蒸気の時代 

前史
日本で初めて蒸気機関車が走ったのは，模型である

が，プチャーチンのロシア艦隊が長崎に来航した嘉永

6年（1853）の船内デモである。見学した佐賀藩では，
精錬方での SL雛形製作に取掛かり 2年後に完成させ
ている。有名なペリー来航時の SL模型デモ運転は，
翌年の 2度目の来航時であった。
そして，本邦初の軌道敷設は，明治 2年（1869）に
北海道茅沼炭鉱で，英技師ガールが石炭トロ運搬用に
坑口から海岸までの 2.2 km に敷設した軌条（鉄板補
強の木製）である。
明治 3～ 5年 （1870 ～ 72）　新橋～横浜間に鉄道敷設
兵部省等の反対派を避け，高輪海岸（現在の品川駅
付近）では沖の海上に築堤し敷設。工事終盤には，到
着した機関車を材料運搬や土運搬に利用した。
明治 15年 （1882）　敦賀線建設では，本線機関車で
土工列車を牽引している。
明治 16年 （1883）　仏ドコービル社の簡易軌条を平
野富二（石川島造船の設立者）が取扱いを開始する。
この簡易軌条は，軽量レールと鉄板の枕木を梯子状の
一体構造（軌匡）として，敷設と移設を容易にした可
搬式ナローゲージ（図─ 1）である。この一手販売権
を 16 年に取得したが，宮城県以外に買手が付かず，
自ら軽便軌条を使った鉄道敷設工事を請負う平野土木
組を翌年に興した。青山～目黒間鉄道開削工事でこの
簡易軌条が注目され，小山工事に続く宇都宮～白川間
の鉄道工事では，数マイルを敷設して 100 両を使用す

特集＞＞＞　都市高速鉄道，国内，海外の鉄道工事

図─ 1　ドコービルの簡易軌条と鍋トロ
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る大工事を請負った。また，碓氷峠では 500 mm軌間
ドコービルで馬車鉄道を敷設した。
明治 18年 （1885）　横浜水道工事では，9ポンド軌条，
5勺積鍋トロを英国より輸入して使用。
明治 18年～ 　琵琶湖疎水事業を若き田辺朔郎が計
画，9ポンド軌条，5勺積鍋トロを英国より輸入して
施工する。事業が完成した明治 23 年に蹴上水力発電
所工事を起工し，その電力を利用して 28 年には本邦
初の路面電車（京都）を走らせた。
明治 23年 （1890）～　木曽川改修に軌条（9ポンド，
木造トロ）を使用する。
明治 24年  9 月　上野～青森間の鉄道が全通
明治 26年 （1893）　国産 1 号機関車をトレシビック
の指導により鉄道庁神戸工場で製造する。
明治 29～ 36年 （1896 ～ 1903）：笹子隧道工事
中央線新設におけるトンネル延長 4,656 m の最難関

工事に最新技術を導入，自家発電による構内電灯・電
話を設置し，Baldwin/Westinghouse の 5 t 架空式電
気ロコ＋ダンプカー（写真─ 1）を導入してズリ出し，
資材運搬を行う。電気雷管も採用し，昭和 20 年まで
の山岳トンネルの標準掘削工法を確立した。

写真─ 1　笹子隧道坑口 写真─ 2　Decaubille3）

Decauvilleの機関車 

明治 31 年（1898）に大井川改修工事において，
Decauville（ドコービル）社の 5 tB タンク機関車（軌
間 600 mm：写真─ 2）2 台の使用を開始した。1880
年製であるが日本への出荷は 1897 年 10 月となってい
る。1906 年には九頭竜川改修へ，1910 年に遠賀川改
修，1918 年に最上川改修，その後木曽川改修，天竜
川改修へと転戦した。このドコービルの国産模倣機
は，1906 年より三国工場等において軌間 610 mmに
改軌して 10 数両を製造，762 mmも造られている。
明治 29年 （1896）　河川法制定
明治 32年 （1899）　淀川改修工事
最初の機械化土工となる淀川改修工事では，ラダー

エキスカベータ（エキスカ）による掘削積込と 1,067 
mm軌間の土工列車運搬を計画した。牽引機関車は
Nasmyth Wilson 20 tC タンクとし，明治 31 年に 6両

を輸入した。淀川改修では，30ポンド軌条（1,067 mm），
半坪（3 m3）積木造傾潟式土運車 600 台，ドコービル
の 9 ポンド軌条 5,847 m と 5 勺（0.05 坪 0.3 m3）鍋ト
ロ 760 台を投入した。この時の仏製エキスカと
Nasmyth Wilson 20 tC タンク（写真─ 3）を模倣国
産化し，標準機として各社で生産することになる。

写真─ 3　Nasmyth�Wilson臼井 写真─ 4　Sharp�Stewart 牧野

明治 34年 （1901）　八幡製鉄所の操業と供にレール
の国産化が始まる。
明治 40年 （1907）　帝国鉄道庁発足に伴い建設事務
所を設置。信濃川Ⅱ期改修着工，高梁川改修も着工し
て，Nasmyth Wilson20 t機関車2台と人力･馬力運搬。
吉野川改修 1期 着工：22 年に中断されていたものを
再開，改修区間は下流部40 km，計画流量13,900 m3/s，
第十堰以下別宮川 14 km を放水路として拡幅し本川
とする。投入陸上機械は，エキスカ 4台，機関車 5台
Sharp Stewart23 tB タンク（写真─ 4），21 tC タンク，
大阪鉄工製 20 tC タンク 3台，土運車：3 m3：444 台，
0.6 m3：494 台，0.3 m3：500 台，軌条：30 t：7.3 km，
15 t：30 km，6 t：10 km，4.5 t：38 km。
明治 40年 （1907）～　利根川第Ⅱ期改修工事　
利根川第Ⅰ期改修の銚子～佐原（42 km）は，明治
33 ～ 42 年 12 月に行われ，浚渫主体であるが陸上に 9
ポンド鉄枕軌条，木造 7勺トロ 3,600 台を投入した。
第Ⅱ期改修の佐原～取手（52 km）は，明治 40 年に
着手され陸上機械化施工も始まり，第Ⅲ期改修の取手
～芝根（110 km）も併行して明治 42 年に着工された。
第Ⅲ期改修時の投入機械は，エキスカ 16 台，土工用
に独 Borsig 製（写真─ 5）と古河製の 20 tC タンク
SLを 17 台使用し，掘削数量 2億 1,400 万 m3 となり，
パナマ運河 1914 年開通時の掘削量 1億 8,000 万 m3 を
上回った。
この頃，民間建設会社の一部も機関車を保有して鉄

道工事に利用した。写真─ 6は，佐藤組のWG.Bagnall 
Dempster 1908 年製 4 tB タンク（610 mm）である。
明治 42年～大正 13年 （1909 ～ 1924）　新潟築港
新潟築港では，コンクリートブロックをKerr Stuart 
10 t C タンク SL で運搬し，タイタン起重機で海中に
設置した（写真─ 7）。
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明治 42年～ （1909 ～）　大河津分水工事
明治 8年に断念した分水工事を機械化施工で再開，

掘削土量 2,878 万 m3，投入機械：LMG製 80 t エキス
カ（写真─ 8）12 台，40 t エキスカ 4台，英国製蒸気ショ
ベル（写真─ 9）2台を導入して，東洋一の大規模機
械化土工となる。運搬は，20 t 機関車＋ 3 m3 積土運
車 25 両を一列車とし，Hawthorn Leslie（写真─ 10）
製 12 両と大河津工場製 8 両の 20 tC タンク型 SL，
Kerr Stuart 製 10 tC タンク型 SL2 両，5合（3 m3）積
土運車 1,700 両，軌条 30 kg × 10 マイル，15 kg × 56
マイル。人力ドコービルは，5勺（0.3 m3）積土運車
× 2,029 両，軌道 4.5 kg × 40 マイル。完了後，LMG
製大型ラダーエキスカベータは阿賀川改修に転用する。

写真─ 8　大河津エキスカ 13） 写真─ 9　大河津ショベル 13）

内務省機関車の標準化
内務省の工事は河川工事が主体で，軌間は 1,067 mm

と 610 mmを基本としている。1,067 mmは，ラダーエ
キスカベータ等の機械積込と組合せる 20 t 機関車に
使用し，610 mmは人力積込のトロの軌道で，輸送も
人力主体であるが，馬力や 5 t 機関車も使われる。20 t
機関車には，Nasmyth Wilson 型を標準機関車とし
て，千住・大河津・石巻工場，新潟鉄工，大阪鉄工，
深川・川崎造船，日車，日立・楠木製作所において，
明治 42 年～大正 13 年（1909 ～ 24）迄に 70 両程を模

倣製作する。
Nasmyth Wilson の後，まとまった輸入機は 1911
年に Hawthorn Leslie ホーソンレスリー（図─ 10）
の大河津への 12 両，独 Borsig ボルジッヒ C形（写
真─ 11）の 10 数両である。
明治 43年 （1910）～　石狩川改修　
石狩川改修は岡﨑文吉の計画で進められていたが，
捷水路工法に転換した後，大正 8年に工事の拠点基地
として「江別機械工場」が造られ，機械・器具の製作
や修理から資材補給等を行う。投入機関車は楠木製作
所製等の 20 tC タンク（写真─ 12），竣工は昭和 9年。

写真─ 10　Hawthorn�Leslie13） 写真─ 11　Borsig11）

明治 44年 （1911）　第 1 次治水計画：直轄改修河川
に 65 河川指定，第 1期 20 河川の 18 年以内完成を目
指し，　その後に 2期 45 河川に着手予定とする。
明治 44年 （1911）～　品川操作場敷地造成工事
鉄道工事の機械化土工の嚆矢となる大規模造成工事
を大丸組（鈴木辰五郎）が請負う（何故か大丸組の名
は正史に残っていない）。大井の浅間台丘陵の土砂を採
取して，田町・品川沿線地先の海面を埋立て，埋立地
に品川駅を移設し，操作場を建設する。大井掘削跡地
は車輌工場敷地として新橋工場を移す。埋立地185,391
立坪（1,114,000 m3），大井工場敷地盛土 28,655 立坪
（172,000 m3）。掘削にスチームショベル 2台，運搬に
コッペル（O&K）9 tC タンク型 SL（1911 年製 762 
mm）を 5両，67 才（1.8 m3）土運車 200 両を投入し，
18 ポンド軌条に 1列車 20 両編成で，施工に 2年 2 ヶ
月を要す。この時のコッペル機関車（写真─ 13）1
両は現存し，頸城鉄道等で使われた後，頸城鉄道資料
館に保存されている。

写真─ 5　利根川改修の排土中と渡河中のBorsig11）

写真─ 6　WG.Bagnall 写真─ 7　新潟港Kerr�Stuart13）

写真─ 12　石狩川改修 11） 写真─ 13　頸城鉄道 2号機臼井
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 同年～　北上川改修　
明治になって，13 年～ 35 年に内務省直轄の河身改

修（低水工事）が成されたが，明治 22 年の大出水を
契機に 2期工事を策定することになった。柳津地点か
ら合戦谷に向けて新川を開削し，かつての北上川本川
の追波川に結んで，追波弯に本流を戻した。これが新
北上川放水路である。投入機関車は，Borsig の他，
千住，大阪鉄工，新潟鉄工，石巻製の 20 tC タンク。
大正 2年 （1913）　荒川放水路工事
荒川下流が人工河川と知る人は少ない。その荒川放

水路改修工事の高水敷掘削は大正 2年に開始された。
ラダーエキスカベータ（1,200 m3/10 h）と 20 tC タン
ク型 SL（川崎造船製と千住工場製）＋ 3 m3 積土運車
を 8組投入，9年からは利根川改修から Borsig4 台を
借入れて 11 組に増車した。写真─ 14右は，千住機
械工場で制作中の 20 tC タンク。

写真─ 14　荒川千住工場内製 20 tC タンク 11）

写真─ 15　江戸川改修 13） 写真─ 16　雄物川改修 13）

大正 5年～昭和 2年 （1916 ～ 1927）　村山貯水池
（多摩湖）のアースダム工事，軽便軌条（羽村～村
山線・村山～境線）を敷設し，資材運搬及び盛立運搬
に利用し，締固めには蒸気ローラを投入。
大正 7年　雄物川改修 （写真─ 16）着工：投入機械は，
エキスカ 4 台，20 tC タンク機関車（千住機械工場）
5両，5合積土運車 393 両，7勺積トロ 1,000 両。
大正 7年～昭和 9年 （1918 ～ 1934）　丹那トンネル
工事
御殿場廻りの東海道線を短絡させるために丹那盆地

の下，熱海～函南間 7,840 m の複線大断面隧道に着手
するが，富士火山帯を通過し，膨張性の温泉余土，断
層群，大量の高圧地下水脈に遭遇し，世界のトンネル
建設史上に残る大難工事となり，完成まで 16 年の歳

月を費やした。セメント・薬液注入，圧気工法，シー
ルド工法，側壁先進導坑，電気ロコ等の最新技術を導
入し，この経験が日本のトンネル技術を世界レベルに
引上げた。

写真─ 17　SL による架桁

写真─ 17は，この頃の本線蒸気機関車を利用して
橋桁を架けている様子であるが，工事専用の本線機関
車は，古くなった機関車を転用したようである。鉄道
省の狭軌（762 mm）の軽便機関車は，ケの符号を番
号の頭に付けているが，建設工事用の新製軽便機関車
（写真─ 18～ 23）が大正 8年～ 11 年に発注されてい
る。鉄道省は，本線機関車は貨物用 9600 D テンダと
か旅客用 8620 C テンダのように標準機関車を多く生
産しているが，工事用軽便鉄道での標準化は成されて
いない。鉄道工事は早くから請負化されていて，直轄
工事が少ないからかも知れない。表─ 1は，大正 13
年度末の工事用制式軽便機関車の配置である。

写真─ 18　ケ 100形／雨宮 6） 写真─ 19　ケ 150形／深川 6）

写真─ 22　ケ 200形／O&K6） 写真─ 23　ケ 210形／深川 6）

写真─ 20　ケ 160形／雨宮 6） 写真─ 21　ケ 170形／深川 6）
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さて，ケ番号の機関車は工作局が関与しているのだ
が，建設局の所属車両には移管とか単独発注でケ番号
の無いものがあり，「車蒸」何号とする整理番号を別
に付け，形式・所属に関係なく車蒸 1～ 84 号まで付
番していたからややこしい。
大正 8年～ 　建設局設置（5月）後，機械化が活発化
する。初の新製工事用軽便機関車ケ 100 形（5.55 t：
写真─ 18）を雨宮製作所に 6両発注する。
上越線の鉄道建設に大規模機械化施工を導入，鉄道

省で初めてショベル（蒸気式とガソリン式）を導入し
た。工事用に上越軽便北線12.6 km（含む支線）を敷設，
投入機関車は DL，ケ 160 形 8 tC タンク，ケ 170 形
10 tCタンク，ケ200 形 15 tCタンク，Goodman E6tB，
Jeffery E5tB である，南線は 26.5 kmを敷設した。

写真─ 24　P&Hと Bucyrus ショベル積込

大正 9年 　鉄道院がケ 150 形（6.6 tC タンク：写真─
19）4両を深川造船所に初発注。
大正 9年～ 　山田線（盛岡～宮古）着工，工事用軽
便線建設には鉄道第 2連隊も手伝い，直轄ではケ 160
形（写真─ 20）を使用。
大正 10年 　鉄道省に電気局が置かれ，信濃川電気事
務所を設置して，水力発電所建設を目指す。しかし，
12 年 9 月の関東大震災で事業中断となる。
大正 10年～昭和 2年 （1921 ～ 1927）　呉海軍工廠敷
地造成工事
海軍の工事は，建築局から施設局の時代にかけて，

相当数の機関車を保有していたが，工事関係の公表資
料は少ない。しかし，特筆すべき工事として，呉海軍
工廠の大和型が入渠可能な第 4ドック開削に当時世界
最大のストリッピングショベル Bucyrus 225B（6 yd3

全旋回型 337 t：写真─ 24）と 110C（5 yd3 機関車型
130 t）各 1台を輸入，運搬に 42 tB タンク型 SL（Lima
製：写真─ 24）を 2 台，32 tB タンク型 SL（ALCO 
Cooke 製）を 2 台，20 yd3 Air Dump car（Western 
Wheeled Scraper 製トロ，軌間 4’8 1/2″，鋼製 20 両，
木製 20 両）を投入。組立・試運転の後，大正 11 年 2
月から掘削開始し，掘削量は 18 萬立坪。14 年 5 月か
らは船渠掘削として 75 千立坪を掘削。写真─ 25左
は上段ベンチの列車への積込みであるが，超大型ショ
ベルの為せる技である。工事完了後に 225B と供に機
関車 4台は，大和型 3番艦（空母信濃）建造の横須賀
工廠第 6ドック開削に転用した。
大正 11年 （1922）　改良工事の土工用にケ 110 形（5.74 
t）2 両を日本車輌に初発注，翌年下関改良事務所に
配属。ケ 160 形（8.37 tC タンク：写真─ 20）10 両を
雨宮に発注。ケ 170 形（10.52 tC タンク：写真─ 21）
16 両，ケ 210 形（15.7 tC タンク：写真─ 23）5両を
深川に発注，ケ 210 形は後に本線土工用として改軌。
鉄道省の新製軽便機関車の発注はこの年で終わる。
大正 12年～ 　嘉南大圳・烏山頭ダム工事
大正 9年から着工していた東洋一の灌漑工事となる
台湾の嘉南大圳・烏山頭ダム工事に，本格的機械化土
工を導入して，クローラ式蒸気ショベル類 9台に，独
Henschel 社製 45.6 tDタンクSL（写真─ 26）×12両，
汽車製造 13.5 tC タンク SL，日車 10.5 tB タンク SL，
16 yd3 エアーダンプカー（トロ）100 両，60 封度軌条
21 哩，Jordan 2-150 スプレッダ（写真─ 26右）1台
等を輸入。軌間は 1,080 mmと 762 mmである。

写真─ 26　積込中とスプレッダを押すHenschel16）

表─ 1　工事用軽便SLの配置（T13年度）

写真─ 25　呉海軍工廠の 225Bと Lima42 t 機関車
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3．脱蒸気の時代へ

大正 10 年頃から昭和初期にかけて，各地で労働者
不足により機械化施工が浸透・普及する。また，昭和
に入ると機関車運搬から次第にトラック運搬が増加す
る。

（1）内燃化
昭和元年 　米製 3～ 4 t ガソリン機関車と 15 ～ 18 ポ
ンド軌条を最上川等の河川改修に使用。
昭和 2～ 9年 （1927 ～ 1934）：山口貯水池工事
東京市水道局山口貯水池（狭山湖）工事は，当時，

内地で最大級のアースダム（150 万 m3，堤長 691 m）。
昭和 4年に堤体掘削に着手，堤体盛立は 5年 3に開始
し，資材運搬に軽便鉄道線を敷設，運土も鍋トロ使用
し，盛体内の線路は 18 ポンド軌条，250 間× 15 線を
敷設。最新の内燃機関の建設機械を輸入した。機関車
は 3.5 ～ 7 tGL（ホイットコム , 加藤 , プリマウス：写
真─ 27）× 20 両，5 ～ 7 tDL（ドイツ社）× 6 両，
5 tSL（大日本軌道部）× 2両，2合積ダンプカー（トロ）
× 300 両等を投入した。

写真─ 27　4.5 t プリマウス 写真─ 28　荒川Deutz20tDL�1931

昭和 3年 　鉄道省はこの頃迄に機関車を原則国産と
しているが，積込機についても石川島造船製ドラグラ
インを昭和 3年に，翌年には浦賀船渠と石川島の蒸気
ショベルを導入（写真─ 29）して評価を行っている。
初国産のショベルと思われる。
昭和 4年 （1929）　ディーゼル機関の発達が顕著とな
り，河川改修工事に 7 tDL8 両を契約，9 月に鬼怒川
改修工事に 3両納入（ドイツ発動機社製）。

昭和 5年 　多摩川改修で国産 100 坪掘ディーゼルラ
ダーエキスカベータを導入。
昭和 6年 （1931）　荒川上流改修工事の 20 t 機関車と
40 t 掘削機を蒸気機からディーゼル機に置換。機関車
はドイツ發動機社製（写真─ 28）を購入。掘削機は，
在来のラダーエキスカベータの蒸気機関をディーゼル
に換装した。
昭和 14年 　鉄道省建設事務所と改良事務所を併せ
て，工事事務所とする。
昭和 16年 　鉄道省信濃川発電所浅ヶ腹調整池堰堤工
事に新鋭の油圧ブルドーザ CAT D7（7M）を開戦直
前に輸入，その絶大な威力に関係者は驚嘆した。
昭和 21年 　信濃川発電所第 3期工事再開　使用機関
車はケ 160 形（写真─ 20），ケ 170 形（写真─ 21），
ケ 200 形（写真─ 22）。
昭和22年 （1947）9月　カスリーン台風で利根川決壊，
復旧工事は，河川土工の伝統的な土工機関車で運土し
て，タコで締固めていたが，敷均にはブルドーザが投
入されている。

（2）軌条工法の組合せ
軌条工法は図─ 2のような掘削・積込とトロッコ
輸送の組合せで行われる。機械掘削の鋤簾式は，バケッ
トラダーエキスカベータのことで，河川土工の定番掘
削機である。ショベル式とドラグラインは，初期の軌
道式からクローラ式に遷移する。河川工事以外では，
上方掘削が多くなるのでショベル式掘削機が使われる
ようになる。戦前と戦後暫くは道路工事でも軌条が使
われており，「道路土工指針」の初版（S.31）では，
まだ機関車土工の作業能力や歩掛が掲載されていた。
トロッコの動力は，土量や運搬距離等の工事規模に
よって選択する。人力トロは，800 m以下，10,000 m3

以下が目安である。牛馬は供給豊富な地域で利用でき

図─ 2　軌条工法の組合せ写真─ 29　鉄道省納入の初国産機 ?12）
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るが，適用運搬距離は 400 ～ 1,200 m 程度であり，そ
れ以上の場合は機関車牽引となる。機関車は昭和に
入って内燃化が始まり，小型のガソリン機関車（GL）
と蒸気機関車（SL），ディーゼル機関車（DL）が混
在することになる。機関車の優劣は，SL は内燃機関
車に比べて運転と修理が容易で，購入価格比は SLに
対し，GL が 2 割増し，DL が 5 割増しである。燃料
費は，100 m3 当り SL が 4.2 円 /300 kg，GL が 3.5 円
/10 kg，DLが 1 円 /6.5 kg となり，運転経費は SLに
比し，GLは 7割程度，DLは 5割以下であった 1）。ま
た，SLは給水・給炭時間に加え暖気運転時間を要する。
軽便軌条は，一般鉄道より低規格で安価に敷設され

る鉄道で 1,067 mmより狭いナローゲージが殆どであ
る。表─ 3は，軽便軌条の規格と機関車，トロッコ
との標準的な組合せを示している。

表─ 3　機関車・軌条等の組合せ

機関車タイプ GL GL, SL DL, SL DL, SL DL, SL
機関車重量（t） 3 5 7 10 20
軌 条 重 量（kg/m） 6.0 ～ 8.9 8.9 ～ 9.9 8.9 ～ 11.9 11.9 14.9 ～ 22.3
　 　 　 　（lb/yd） 12 ～ 18 18 ～ 20 18 ～ 24 24 30 ～ 45
軌　　　間（cm） 45 ～ 60 60 ～ 90 60 ～ 90 90 90 ～ 107

土運車容量
  m3

木製土箱 0.72 0.72 ～ 0.9 0.9 － －
ワゴン 0.72 0.9 ～ 1.2 1.2 1.2 3
ダンプカー － 0.9 ～ 1.2 1.2 1.5 3.0 ～ 4.5

GL：ガソリン機関車， SL：蒸気機関車， DL：ディーゼル機関車

（3）脱レール工法
昭和 24年 （1949）　東京操機工事事務所設立
国鉄の東京操機工事事務所の設立は，軌条工法から

ブルドーザ等の戦後型工法への転換を象徴している。
米軍払下げブルドーザを中心とした全国の施工機械を
集中し，機械化施工部隊を統括的に機動運用，三島・
横浜に操機区を置き，国鉄の戦後型機械化施工のパイ
オニアとなる（昭和 39 年迄運用）。

4．おわりに

“鉄ちゃん”と言われる鉄道ファンの人口は多く，
中でも SLの人気は凄い。しかし，著者の子供の頃は
蒸気機関車が当たり前で，たまにディーゼルカーが来
ると喝采したものであった。操作場では，黒煙を吐き
ながら際限のない貨車入替を繰返していた。また，ロー
カル線を走る旧式 C型機関車がトンネルに入ったと
きの酷い排煙には閉口したものだ。そして，高校生の
頃までは，大阪駅にも SLが乗入れていた。そんな訳
で，特に SLに注目することはなかったのだが，建設
機械史を調べるようになってから，工事用の SLにも
範疇が拡がった。しかし，鉱山・林業等の産業鉄道の
市販図書は多くあるのだが，工事用 SLに関する記事
や資料は少なく，研究者も殆どいないと思っていた。
しかし，真摯な探求者達がいて，その成果が同人誌等
に上梓されているのが後に判り，参考にさせて頂い
た。そんな先達たちに敬意を表すると共に感謝申し上
げる。
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無人化施工現場におけるクローラダンプの 
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本稿は，実際の作業で使用しているクローラダンプを対象に，現状の無人化施工現場で使用されてい
る遠隔操作システムを大幅に変更することなく，その走行を自律化する走行制御システムの構築につい
て報告する．本システムは，若干のセンサ等を車両に付加するのみで実現しており，現状の無人化施工
の遠隔操作システムとの親和性が良い特長がある．車両の自律走行制御の基礎となる車両の自己位置推
定法と自律走行制御アルゴリズム，およびクローラダンプへの実装方法を述べ，それらの実証実験の結
果を報告する．

キーワード：   無人化施工 , 重機の自律走行，経路追従アルゴリズム

1．はじめに

無人化施工とは，危険区域内における除石や水路の掘
削あるいは砂防堰堤を建設する等の工事を，安全なエリ
アにいるオペレータが遠隔操作により行う施工法であ
る．オペレータは，現場より送られて来た映像を見なが
ら，重機を運転して作業を進める 1）．この工法は，1990
年代の雲仙普賢岳の火砕流の恐れがある中での土石流へ
の対策工事など 2）を契機として本格化した．その後，我
国各地における火山噴火や大規模崩落などの自然災害へ
の応急的対処工事に多く適用されている．しかし，その
技能を有するオペレータの確保が難しいことに加え，オ
ペレータが重機に搭乗して行う通常の工法に比べて作業
効率が低く，また，オペレータへの負荷が大きいという
問題点が指摘されている．これらの問題を解決するた
め，無人化施工の現場において，情報化施工（マシンガ
イダンス）や重機の自律運転等の導入の試みが行われて
いる．
著者らは，それらの試みの一つとして，オペレータが
遠隔操作で運転している車両の走行を部分的に自律化す

投稿論文

るシステムについて，実験システムを開発し実験を行っ
た．開発および試作したシステムは，遠隔操作室に置い
たコントローラに重機本体の走行動作を自律的に制御さ
せるものである．これにより，実現場における遠隔操作
のために整備されている通信インフラをそのまま利用し
て，オペレータの遠隔操作用の信号を自律走行用の信号
に置換えることで，本自律走行システムを実現すること
ができた．したがって，実際に無人化施工の現場で使わ
れている機器に大きな変更を加えず，自律運転が実現さ
れている．

2．無人化施工と本試みの目的

2.1　無人化施工のシステム構成と問題点

無人化施工のシステムは，安全な位置におかれた操作室
とカメラや無線装置を搭載した建設機械で構成される 1）．
人の立ち入りができる安全エリアには，現場と遠隔操作
室を繋ぐ有線通信設備や，重機との無線通信のための中
継器が設置されている．また，安全エリア内に，工事に
必要な資材を蓄え，または積み替えるための基地が設け
られている．無人エリア内の施工現場で働く重機は，遠
隔操作機能を有し，カメラ等を搭載している．操作室で＊本実験実施時点では筑波大学知能ロボット研究室に所属
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は，重機のオペレータが，現地から送信される複数の映
像を見ながら各々の重機を操縦する．しかし，現状では，
無人化施工におけるオペレータの負荷は大きく，また，
作業効率は有人で作業を行う場合に比べて低いことが指
摘されている 4）．

2.2　無人化施工における自律化の試みと本取組の目的

無人化施工において，オペレータの負荷の軽減や効率
向上を行う手段として，情報化施工の適用や，自律運転
の導入が考えられている．情報化施工の 1つとして，オ
ペレータによる重機の操作を支援するマシンガイダンス
がある 5）．これは，オペレータが見るモニタ上に，設計
情報とセンサにより測定された実際の施工対象の形状の
情報を同時に表示して操作の支援をするものである．こ
のマシンガイダンスは，無人化施工においてもオペレー
タの負荷軽減や作業効率の向上に有効と考えられ，近
年，様々に取組まれ導入が進んでいる 5）．また，重機の
自律運転も，建設機械のロボット化として従来より興味
が持たれてきた 6）．しかし，多くの従来の試みにおいて
は，自律運転システムを働かせるために，施工現場の環
境を整備する必要がある．現在使われている無人化施工
のシステムをベースに，対象の現場や作業システムを大
きく変えることなく，実際の作業におけるオペレータの
負荷を軽減できることが望まれている．
無人化施工における作業の中で，自律運転が比較的容
易であり，かつ，オペレータの負荷の軽減が期待できる
ものとして，クローラダンプや振動ローラなど，低速の
運搬車両の走行が挙げられる．特に，クローラダンプに
よるコンクリートの打設面の湿潤を目的とした散水作業
や，振動ローラによる締固め作業は，単調な往復走行の
繰り返しであり，走行制御の自律化自体は比較的容易で
あると考えられる．
そこで，著者らは，現状の無人化施工現場で実際の作
業で使われているクローラダンプを対象に，その走行制
御を自律化するとともに，オペレータに使いやすく，現
状の無人化施工システムと親和性が良い実験システムを
構築し作業遂行の実験を行うこととした．
実験システムの構築に当たっては，実現場で行ってい
る作業に鑑みて，実験システムを適用する具体的な実験
環境・作業を決める必要がある．そこで，本自律走行シ
ステムが稼働すべき対象の環境と作業を，国交省雲仙復
興事務所による普賢岳地区の土石流等の災害対策事業の
中で，㈱熊谷組が施工を担当した赤松谷 11 号床固工 3）

の無人化施工工事とし，ここで用いられるクローラダン
プ（キャタピラー社製 LD1000E）について走行の自律化
を試みた．この現場において，クローラダンプによる打

設済みコンクリート面への散水作業とモータプールから
作業現場までの往復の走行を自律化することを具体的な
ターゲットとして選び，システムの構築と実験を行った．

3．自律走行システムの概要

3.1　既存の無人化施工システムの構成

本試みを行った現場では，遠隔操作による各種の建設
機械が働いている．遠隔操作室とこれらの建設機械は，
光ファイバによる通信路および，有線 LAN，無線中継
器，無線 LANにより結ばれており，すべての機器は，
TCP/IP または UDP を用いた通信によってデータの送
受信が行われている．遠隔操作室には，オペレータの操
作用コントローラ，カメラの画像を写すためのモニタ，
無人化施工用の重機と通信するための機器がある．一
方，無人エリアで動く重機には，無線の送受信機，受信
した命令に基づいて重機を動作させる制御機器，およ
び，重機の前方方向や周囲の状況を把握するためのカメ
ラが搭載されている．また，一部の重機には情報化施工
の一環として，RTK-GNSS を用いた高精度かつリアル
タイムに現在位置の測位ができる機器が搭載されてい
る．例えば，振動ローラには，コンクリートの締固め作
業の施工記録を行うため，GNSS 測位システムのアンテ
ナと受信機も搭載されており，遠隔操作室では，その測
位結果を無線通信経由で受信し，施工の記録を行ってい
る．

3.2　走行の自律化のための追加要素

本取組みでは，既存の無人化施工システムが持つ通信
系をそのまま利用すると同時に，これに付加する搭載セ
ンサ等のハードウェアとソフトウェアの修正をなるべく
少なくすることを条件とした．ここでは，オペレータに
よる自律走行機能の利用のための操作を簡単化すること
を目的とした．また，自律走行が働いているときは，オ
ペレータは必要に応じて各車両の状況を監視し，いつで
もオペレータの遠隔操作による操縦に切り替えることが
できるようにして，実験時や実使用時の従来システムと
の親和性と安全性を確保することも条件とした．
本取組みにおいて構築した自律走行システムの大きな
特徴は，図-1に示す通り，自律走行のためのコントロー
ラが遠隔操作室に設置され，いわゆるリモートブレイン 7）

の構成になっていることである．現場で働く運搬車両
は，無線通信を経由して遠隔操作室から届く車両の操縦
信号に従って動作しており，その信号がオペレータに
よって与えられた信号であれ，自律走行のためのコント
ローラによって生成された信号であれ，車両における制
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御動作に差異は無い．現場で働く重機については，通信
を経由して操作室に接続された若干のセンサが追加され
ているだけである．本実験では，GNSS 測位システムと
IMUのみを車両に追加搭載した．また，遠隔操作室に
は，自律軌跡追従制御のプログラムを実行して車両の駆
動信号を出すための PCと，遠隔操縦用コントローラの
信号と PCが生成した自律走行用の信号を切り替えるた
めの制御信号ミキサを追加した．制御信号ミキサは，オ
ペレータが介入すると，いつでもそちらが優先され車両
が操作されるものとした．

3.3　走行軌跡の管理

本取組での車両が走行すべき軌跡は，国土交通省が規
程した平面直角座標系の 1系を使用し，海抜 0 mの水
平面上へ投影して得られる 2次元の座標値によって管理
することとした．この座標系は，工事の施工図面の座標
系として用いられており，自律走行中にリアルタイムで
GNSS 測位システムから得られる緯度と経度，標高の情
報は，この直交座標系へ変換して使用した．
車両が走行すべき軌跡の情報は，事前に，自律軌跡追
従制御用の PCに準備する．車両が走行すべき軌跡は，
自律走行を開始する地点を起点とした多数の線分の列と
して表現する．具体的には，走行すべき軌跡を構成する
各線分は，その線分の番号を n（n＝ 0，1，2，…）として，
・ 追従すべき各線分の始点 LnSと終点 LnEの座標値
　（nは線分の番号）

・その線分区間を車両が走行する向き
　（前向き／後ろ向き）
・ 線分の終点 LnEに到達したと判断し，次の線分に乗
り換える，終点 LnEを中心とする円の半径 Rn 
により表現する．
車両は，起点から与えられた線分を次々に切り替えな
がら，それに沿って走行し，最終の線分の終点で走行を
停止する．各線分の追従は，その時点で走行すべき線分
と自分の位置・方位の相対関係に基づいた車両の旋回動
作の制御により行い，その線分の終点に達したと判断し
たときに，次の線分を追従する制御に切り替えられる．
したがって，この線分の列の終点と始点は各々繋がって
いなくともよく，繋がっていない区間は，旋回動作の制
御のアルゴリズムや車両の走行性能によって詳細の軌跡
が決定される．図-2に，第 0 線分と第 1 線分が与えら
れたとき，車両の走行がどのように制御されるかを例と
して示す．

3.4　処理の構成

本取組で開発した自律走行システムは，若干の凹凸の
ある領域も走行するが， 2 次元平面上で，走行軌跡の指
示，位置の推定，自律走行制御を行うこととして，図-3
に示す通り下記の 4つの処理で構成した．
A）  センサから得られた情報から自己位置の推定をする
処理

B）  追従すべき線分を切り替える処理
C）  追従すべき線分に追従させるよう時々刻々の車両の
並進速度と回転角速度の目標値を算出する処理

D）  車両の動きが，与えられた並進速度と回転角速度に
なるよう油圧アクチュエータを制御する処理

自己位置を推定する処理A）では，GNSS や IMUの情
報に従って，現在の車両の代表点の位置と車両進行方向

図-1　既存の遠隔操作システムと構築した自律走行システムの比較

（a）クローラダンプにおける既存の遠隔操作システム

（b）クローラダンプにおける自律走行システム

図-2　�経路計画のためのパラメータおよび追従すべき線分切替の
概要



93建設機械施工 Vol.71　No.8　August　2019

の方位，並進速度と回転角速度の推定を行う．出力は
（x，y，θ，v，ω）で表される．ここで，位置情報は地表
の水平面で定義された 2次元座標値，並進速度は前進を
正とした 1次元の値であり，方位と回転角速度はヨー角
方向のみを表現する．ここで，車両の走行速度は最大
1 m/s 程度と想定し，自己位置の情報は，0.2 s 間隔で更
新をすることとした．
追従すべき線分を切り替える処理 B）では，自律走行
制御のプログラムが自己位置の監視をして追従すべき線
分を順に切り替え，最後に記録された線分の終点に到達
すると車両を停止させる．線分の切り替えは，図-2に
示すように，車両の代表位置が，追従すべき線分の終点
から指定された半径の円以内に入った場合に行う．
軌跡追従のための並進速度と回転角速度の算出処理
C）では，上記の自己位置推定結果と追従すべき線分の
情報を基に，走行中常時，指定された線分に追従するよ
うに車両の目標並進速度 vtgt及び目標回転角速度 ωtgtを
算出する．
物理的な制御を行う処理D）では，車両のメカニズム
を考慮して，その並進速度と回転角速度に車両が目標値
となるようにフィードバックに基づいて車両の油圧アク
チュエータの操作量を決定し，油圧制御装置へ指令値を
送信する．

3.5　ソフトウェアの実装

今回の取組では，遠隔操作室で行う車両の走行制御に

は，ノートパソコンを使用し（CPU: Core  i7-4600U 2.10  
GHz, RAM: 8 GB），Linux（Ubuntu 14.04 LTS）上で動作
することを前提に，各種処理を行うプログラムを作成し
た．車両の走行制御において，複数のセンサデータを取
得し，それらのデータを複数のプロセスで同時に使用す
る枠組みとして，竹内らが提案・開発した SSM （Sensor 
Sharing Manager）と呼ばれるライブラリ 12）を使用し
た．ソフトウェアの構築においては，複数のプロセスで
センサデータや制御信号を共有してクローラダンプの走
行制御系の処理を構成した．これらのプロセスは，図-4
に示すように，センサのデータを受信して共有メモリ空
間（SSM）にセンサデータを書き込むプロセスと，共有
メモリからセンサデータを読み出して，油圧アクチュ
エータや画面へ処理結果を出力するプロセスに分かれ
る．処理内容毎にプロセスを分け，モジュール化と共通
化を行うことで，個別に作成する部分を削減し，効率的
なソフトウェアの開発を実現した．

4．制御アルゴリズム

4.1　車両の位置と方位の推定

車両の走行を制御するためには，車両の位置と方位を
常に求めていることが不可欠である．本取組で対象とし
た車両の制御において，車両の代表点の位置は数センチ
メートルの精度で得られれば良い．したがって，これは
車両に搭載した RTK-GNSS の出力を用いて，それを
GNSS アンテナの位置から車両の代表点の位置に変換す
ることとした．一方，指定した線分に追従させるため車
両の方位は数度の精度で推定したいが，RTK-GNSS が
与える方位情報は車両の制御に利用できるだけの精度を
有していない．そこで本取組においては，方位を IMU
と RTK-GNSS を併用して推定することとし，多摩川精
機製の IMU，AU7428N を各車両のGNSS 受信機と同じ
フレームに搭載した．なお，この IMUは 3 軸のセンサ
であるが，本取組では 3軸のうちヨー角のみを利用して
いる．

図-3　自律走行における処理プロセス

図-4　自律走行におけるソフトウェア構成
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この IMUでは，方位情報はジャイロセンサの出力す
る角速度情報を積分して計算する．したがって，角度情
報には初期値が必要であり，また累積計算の誤差がドリ
フトエラーとして重畳される．一方，RTK-GNSS を用
いて各時刻の位置の差から求めた動きの方位情報は，ラ
ンダムな誤差は含むものの累積誤差なしに車両の進行方
向を示す．したがって，車両がスリップせずに走行して
いる限り，RTK-GNSS による各時刻の位置の差より求
められた方位は，IMUによる方位情報の累積誤差のキャ
ンセルに利用できる．ただし，RTK-GNSS による推定
位置はランダムに数 cmという短い時間内で移動量を計
測するには比較的大きな誤差を有する．そのため，その
差分の方位を扱うのは注意が必要である．そこで，まず，
位置の差が小さく車両の並進速度が遅い場合，および，
車両や GNSS アンテナの揺れが予想される車両の旋回
時には，修正は行わないこととした．さらに，RTK-
GNSS による位置の差から求めた方位情報を時定数十秒
程度でスムージングしつつ，IMUによる方位の累積誤
差を修正することとした．具体的には，以下の方位推定
システムを構成した（図-5）．
1） 方位の初期値をリセットしゼロとおいた IMUの方
位出力を θi（t）とし，初期方位と IMUの方位の累積
誤差の和を IMU方位オフセット θof（t）として，車両
の方位は

　   （1）

　で求めることとする．
2） 各時刻の RTK-GNSS の位置情報を x（t），y（t）とす
る．車両の推定速度

　   （2）

　 が決められた閾値 vthより大きく，IMUが出力する
車両のヨー角の角速度 ωが決められた閾値より小
さいとき，RTK-GNSS の推定値の差による車両移

動方位（車両の向き）を

　   （3）

　 で求める．ただし，車両が後退しているときは θp（t）
に 180°を加えて，車両（正面）の向きを反転させる．
3） 方位オフセット θof（t）は初期値を車両の初期方位と
し，θp（t）が求められたときは

　   （4）

　 により，θof（t）を修正する．ここで，Wは修正の重
みであり，スムージングの時定数を 20 秒，RTK-
GNSS により測位置サイクルを 0.2 秒毎とすると，
1/100 程度とすれば良い．

4.2　直線軌跡追従制御

2 次元平面上でノンホロノミックな車両を目標とする
軌跡に追従して走行させるためには，その並進速度と回
転（旋回）角速度を制御する．本取組においては，その制
御の方式は，筑波大学知能ロボット研究室で開発された
手法 8-11）に従った．この手法では，車両を直線で与えら
れた軌道に追従させるため，まず，その車両が維持すべ
き各時刻の目標並進速度と目標回転（旋回）角速度を，そ
の時点における車両の位置と方位および速度と角速度に
基づいて計算する．
図-6に示すように，追従すべき直線の向き θl（rad）と
その直線が通る 2次元平面上の 1点の座標｛xl，yl｝で
表したとき，車両の代表点の位置｛x，y｝と直線の間の
符号付きの距離は

  （5） 

で求められる．この d（t）を 0に漸近させるため，車両が
追従すべき直線から d（t）離れたときには，車両の目標直

図-5　方位推定システムの処理の流れ

図-6　ライン追従制御のためのパラメータの定義
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線に対する方位を，距離 d（t）に比例した進入角の目標値

  （6） 

となるべくフィードバック制御することとする．ただし，
ここで qapの値は，－π/2 から π/2 の間に限定すること
とし，式（6）がこの範囲を越えたときは，qapは－π/2 か
π/2 でクリップされた値とする．次に，車両の向きをθ
としたときの車両の目標直線に対する車両の相対的方位

  （7）

が，上記の d（t）に対応して定められる進入角 qapに追従
させるよう，車両の回転角速度の目標値を

  （8）

とする．これにより，車両と目標直線との相対位置・方
位から車両の目標角速度が定められる．ここで，K1 と
K2 はフィードバックに関する定数であり，軌跡追従の
安定性と応答性を決めるパラメータとなる．これらの値
は実機の油圧機器の応答性や走行させる並進速度とも関
係して決める必要があり，本取組では実機による実験結
果に基づいて定めることとした．また，車両の目標とす
る速度は，線分毎に予め定められた一定値とした．
最後に，車両の実機の動きが，この目標角速度となる

ように油圧制御系を動作させるが，これについては次章
の実装の項で述べる．

5．クローラダンプへの実装

キャタピラー社製クローラダンプ LD1000E を対象に
自律走行制御系を構築した．このクローラダンプは，車
両の左右に履帯があり，左右の履帯の内部にある油圧
モータが回転することで走行する．対象とした現場で
は，荷台に散水用のタンクとノズルを搭載し，コンクリー
ト打設面の湿潤維持の散水作業を行う目的等で使用され
ていた．このクローラダンプには，遠隔操縦のため無線
LAN による送受信機と電磁式油圧弁が搭載されてお
り，左右の油圧モータに対する作動油の流量を変化させ
て車両の制御が行われている．遠隔操作時には，操作用
レバーの各々の角度情報が車両に伝えられ，それにより
油圧モータに流れ込む作動油の量を変化させ，履帯の進
行速度が制御される．

5.1　代表位置と方位の計算方法

このクローラダンプの制御のための代表位置は，左右
履帯の中心点を結ぶ線分の中点とした．また，代表方位
は履帯の長手方向に平行とし，かつ，運転席の向きを正

方向とした．このクローラダンプでは，搭載物の配置の
都合上，図-7に示すように，GNSS 測位用のアンテナは
車両の代表位置からずらして搭載されている．従って，
車両の代表位置は，GNSS 測位によって得られたアンテ
ナの位置の座標値より幾何変換を行って求めている．車
両の代表方位は，車両の形状が変化しないため，メイン
フレームの方位とした．

5.2　油圧アクチュエータの操作量の決定

このクローラダンプを遠隔操作する場合，オペレータ
は，遠隔操作室の画面上に表示される映像を見ながら車
両の位置と方位を判断し，走行すべき軌跡に基づいて操
作卓の 2本のレバーを操作する．本取組では，自律走行
時には，遠隔操作室に置いた自律走行制御用の PCから
出力される制御信号を，このレバー出力に対する値（以
下，レバー操作量と呼ぶ）として，これをクローラダン
プに送信する．自律走行制御用 PC内では，まず，直線
追従のための目標並進速度 vtgtと目標角速度 ϖtgtを第 4
章に示した方法で計算し，次いで，左右の油圧モータに
対するレバー操作量を決定する．
それにしたがって，ここでは，まず目標とする並進速度

と現在の並進速度の差分値よりレバー操作量の基本とな
る値を計算する．次いで，目標の直線に追従するために必
要な角速度を計算し，そこから左右の油圧モータに対する
レバー操作量のバランスを決定し，最終的に，左右の履
帯駆動用油圧モータに対するレバー操作量｛ levR，levL｝を
決定することとした．ここで，｛ levR，levL｝は，最小値－1
から最大値 1の範囲とし，この値が正のとき前進方向に
履帯が回転する．
並進速度の制御は，式（9）に示すように，目標並進速
度 vtgtと現在時刻 tにおける並進速度 v（t）との差分に基
づきレバー操作量の基本値 levbaseを次の通り計算するこ
ととした．

図-7　クローラダンプに関するパラメータの定義
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  （9）

ここで，Δt（s）は制御周期，C（1/s）は速度制御の時定数，
Aはレバー操作量と速度に関する係数である．ついで，
現在の車両の角速度 ϖ（t）と目標角速度の差分値 ϖdiffを
計算し，並進速度の前後進の符号を考慮したうえで，式
（11），（12）に示すように，左右のレバー操作量を決定す
ることとした．

  （10）

  （11）

  （12）

ここでは，レバーの入力値が低い領域における非線形
性を回避するため，左右のバランスに関しては，ϖdiffが
閾値 thϖdiff（rad/s）を超えた際に，ϖdiffの方向に角速度の
変化が発生するようレバー操作量を選択し，また，左右
のレバー操作量は levbaseで指定された量で開放，または
遮断とした．

6．走行実験

実機のクローラダンプに対して上記制御系を構築し，
3 種類の動作に関して走行実験を行った結果を示す．
各々の動作の実験目的は，1）軌跡追従制御の動作確認，
2）散水作業の実施， 3）作業場所からの帰還動作の確認，
である．これらの走行実験では，クローラダンプには図
-8に示すように，ブルドーザ等で均された路面や振動
ローラによって固められたコンクリート路面等の平坦な
路面を走行させた．また，本実験で用いた車両側の設定
は，オペレータが手動で散水作業を行う際と同一とし
た．前述の路面上では，オペレータの操縦用コントロー

ラのレバー入力値を前進方向または後進方向に最大にし
た際，車両の最高走行速度は約0.7 m/sであった．また，
制御に用いたパラメータを，表-1に示す．
1）軌跡追従制御の動作確認
構築した軌跡追従制御を用いて，車両の初期位置から
ある程度離れた直線経路に対する軌跡追従走行を行い，
目的の経路へ安定して追従することを確認した．走行経
路は，車両の初期位置から 1.6 m 程度離れた直線経路と
し，走行開始時の車両の向きは追従すべき直線の向きに
ほぼ一致させたときの走行軌跡を図-9に示す．
図-9より，初期位置が追従すべき直線からずれてい
ても，約 15 mの走行距離，約 35 s で目的の直線に収束
し，安定して走行していることが分かる（図-10，図
-11）．制御量として出力されたレバー操作量を，図-12
に示す．走行開始直後は一時的に左レバーのみを 0とし
て，左履帯を停止させて車両の向きを変えるように出力
された．その後は，基本的に両レバーとも最大値とし，

図-8　クローラダンプの自律走行実験中のモニタ映像の写真

図-9　クローラダンプの自律走行による軌跡．1本の線分に追従走行

表-1　クローラダンプの制御用パラメータ

K1 0.17
K2 0.70
C 0.2
vtgt 0.75

thϖdiff 0.05
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全速で直進して追従すべき直線に近づくように操作され
た．その後，車両を徐々に追従すべき直線と車両の向き
を合わせるように，間欠的に右レバーを 0として，右履
帯だけ減速させて旋回が行われている．表-1で示した
制御パラメータは，この実験において実機を数回走行さ
せて，著者らが経験的に設定した値である．以降の実験

図-10　追従すべき直線と車両の代表位置間の距離偏差

図-11　追従すべき直線に対する車両の相対方位

図-12　自律走行システムからのレバー操作量
（上）右レバー，（下）左レバー

では，この制御ゲインを用いて実験が行われた．
2）散水作業
構築したシステムにより散水作業ができることを確認
するため，実際の散水作業と同様に，複数の平行に並ん
だ直線上の経路を往復動作する走行実験を行った．ここ
では，散水作業で求められる条件を考慮して，走行経路
を 0.5 mと 1.5 mの間隔で平行に並ぶ，30 m程度の長さ
の 3本の直線とし，直線の追従と次の直線への乗り換え
を繰り返す動作を行わせた．走行実験の結果，車両は図
-13に示すとおり，目標としていた直線からの誤差
50cm以内で 3本の直線経路に安定して追従し，散水対
象となる路面の範囲を逸脱することなく，対象とした全
範囲に散水するよう走行することを確認した．
3）帰還動作
本研究で構築した自律走行システムが作業現場から待
機場所までの帰還に対応できることを確認するため，複
数の線分を組み合わせた経路を追従する走行実験を行っ
た．ここでは，逐次的に追従すべき線分を切り替えるこ
とで，複雑な経路を走行できることを確認した．走行経
路は，モータプールと呼ばれる待機場所から作業を行う
エリアまで移動し，その後に帰還する動作を想定し，約
120 mの経路を設定した．この中では，角度差が小さい
直線への乗り換えや，向きが 180°異なる直線に対する
直線追従を含めた．走行実験の結果，車両は経路を追従
でき，向きが 180°異なる直線への追従についても，安
定して追従できた．走行した車両の軌跡を図-14に示す．

7．検討と課題

本取り組みでは，実際の無人化施工現場を対象とし，
クローラダンプによる散水作業のための重車両の走行制
御を自律化する実験を行った．対象とする作業につい
て，実際のオペレータが操作する際の車両側の設定を変
えることなく，所望の動作を自律化することができ，既
存の無人化施工の枠組みを利用し，いくつかのセンサを

図-13　�クローラダンプの自律走行による軌跡．3本の並行に並んだ線分に，真ん中の線分から順番に追従走行．�
散水作業に必要とされる走行経路を用いた往復走行実験．
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追加で搭載するだけで，車両の走行の自律化が可能であ
ることが確認された．
なお，この実験システムの構築と実験は，雲仙普賢岳
の赤松谷 11 号床固工工事 3）の現場を対象とし，2014 年
9 月から 2015 年 2 月にかけて，複数回の実証実験を行っ
た．本稿では走行実験の結果の一例を示したが，複数の
実験において毎回ほぼ同一の走行結果を得られることが
確認されている．
一方，クローラダンプの自律走行の実用化のために
は，いくつかの課題が残っている．特に，本取組では，
散水作業を主な対象とし，車両側の変速ギアやエンジン
回転数の設定を両方とも低速に固定した．しかし，車両
の高速化のために変速器とエンジン回転数を高速に設定
すると，レバー入力と車両の挙動の関係が変化し，現状
の制御方法ではフィードバックパラメータの調整が難し
く，経路追従制御が安定しないことがある．したがって，
今後の車両の高速化のためには，車両や油圧系のダイナ
ミクスや制御の遅れを検討し，車体側の設定に対する特
性の解析と制御方法の改良を行う必要がある．

8．おわりに

無人化施工は，重機のオペレータ等の施工従事者の安
全を確保する我国特有の技術である．しかし，その技能
を有するオペレータの確保が難しいことに加え，オペ
レータが重機に搭乗して行う通常の工法に比べて作業効
率が低く，また，オペレータへの負荷が大きいという問
題点が指摘されている．
著者らは，これらの問題を解決する試みの一つとし
て，現在オペレータが遠隔操作で運転している走行車両
である，クローラダンプの走行を，現状の遠隔操作シス
テムと親和性が良く，一部自律化するシステムについ
て，実験システムを構築し，自律軌跡追従制御の実験を
行った．構築した自律走行システムは，実際の無人化施
工の現場で遠隔操作のために整備されている通信インフ

図-14　�クローラダンプの自律走行による軌跡．待機場所から作業を行う場所までの移動を想定し，
2本の長い線分に沿って追従移動しUターンしてスタート位置へ戻ってくる検証実験

ラをそのまま利用し，遠隔操作室から重機本体の走行動
作を自律化するものである．このため，実際に無人化施
工の現場で使われている機器に大きな変更を加えず，自
律運転が実現された．
本稿では，この取組について，実験システムの構成と，
重運搬車両の自律走行制御の基礎となる車両の自己位置
と方位の測定法と走行制御アルゴリズム，および，各々
の操舵メカニズムの異なるクローラダンプの実機への実
装方法について述べ，それらの実験の結果や今後の課題
について報告した．今後は，継続して，走行させる速度
域の拡大や，より広範囲の環境条件の中での安定性の評
価や，自律走行性能の向上に向けた制御手法の検討を行
う必要があると考えている．
謝辞：本取組と実験の機会を与えて頂いた，国土交通
省九州地方整備局，雲仙復興工事事務所および㈱熊谷組
の施工現場担当の方々，ならびに自律走行の基本技術を
提供頂いた筑波大学知能ロボット研究室に深く感謝す
る．
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Development and Experients on Autonomous Driving System for 
Crawler Dumper for Unmanned Construction
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In this paper, we report our work on the implementation of autonomous driving system in the existing unmanned 
construction equipment and the result of real-world experiment. Our system can be incorporated into the existing 
unmanned construction machinery with only minor modifications because it fully utilizes the remote-control func-
tion that already exist. In the real-world experiment, the crawler dump trucks were equipped with our system and its 
autonomous driving operation was examined in the actual unmanned construction site.
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1．サンパウロの交通

サンパウロは東京に匹敵する大都会です。サンパウ
ロ市だけで東京都と同じくらいの人口なので当然地下
鉄があるのですが，5路線しかなくて総路線長も東京
メトロ／都営地下鉄の4分の1くらいしかありません。
郊外に延びる近郊線 6路線を含めても日常の交通手段
としてまったく足りていないのが現状です。最もよく
使われるのが街の南北を貫く 1号線（通称：ブルーラ
イン）とパウリスタ通りという目抜き通りの地下を走
る 2号線（通称：グリーンライン）ですが，これらの
路線はラッシュ時はまず 1 回では乗れません。自動
ゲートの数が少ないので駅のホームにたどり着くまで
に行列ができているのが日常風景で，やっとホームに
着いても人が多すぎて 2～ 3回乗り過ごさないと乗れ
ないことがあります。
全体的に鉄道網が足りていないのでバスとの乗り継

ぎで通勤する人が多く，バスはスリも痴漢も多いので
日常の通勤移動だけでも外国人にとっては命懸けで
す。面白いのは，隣の駅に行くのも地下鉄・近郊線・
バスを乗り継いで 1時間通勤するのも同じ値段（4レ
アル =120 円くらい）ということです。所得が少ない
人ほど郊外に住むので日本のように距離に合わせて料
金を上げていったら貧しい人は利用できないという切
実な事情があり，採算度外視でそういう料金体系に
なっているようです。サンパウロ地下鉄や近郊線はも
ともとサンパウロ州政府が保有する公営の交通会社な
のでこのようなことができたのですが，近年，税金の
使途に関する国民の目が厳しくなり，世界的な鉄道民
営化の流れもあるため，路線ごとに運行を民営化した

浦　添　　　宏

三菱電機は 1975 年からブラジルで事業を行っており，2009 年頃から鉄道車両用の主電動機や制御装置
を中心とする電機品をおよそ 1500 両の現地車両に納入しています。私は 2016 年 4 月～ 2019 年の 3年間，
新規鉄道プロジェクトの開拓，納入機器の保守・予備品ビジネス立上げのためブラジル・サンパウロで駐
在生活を送りました。
キーワード：南米，鉄道，政情・治安，海外生活の楽しみ，人生の達人

ブラジルでの事業

り路線建設から PPP にしたりしています。安易に運
賃を上げたらデモが起こるので今後は日本のように駅
ナカや主要駅周辺の開発など，交通運賃以外での収入
源を確保する必要があるでしょう。
サンパウロでは車で通勤している人もいますが，サ
ンパウロは世界に冠たる渋滞天国で 2キロ進むのに
30 分かかったりするのがざらにあり，大気汚染など
の環境問題もあるためやはり地下鉄・鉄道等の公共交
通機関の改善が必要なのは論を待たないところです。
新路線のプロジェクトもモノレールの数年前からある
のですが，一向に進んでいない状況です。
ブラジルでは近年まで政財界の贈収賄汚職が横行し
ており，2016 年から司法省が一斉汚職摘発に動き出
したので，汚職に関与している大手ゼネコンなどの資
格停止処分などで新規の鉄道プロジェクトは軒並み凍
結されてしまいました。2014年のFIFAワールドカッ
プブラジル大会に間に合わせるために計画された空港
線が開業したのは 2018 年の 4 月です。そしてこの空
港線，微妙に空港ターミナルまで届いていないので，
駅からわざわざバスに乗ってターミナルに行くので利
用者としてはとっても不便だと思われます。

2．ブラジルの政情と治安

BRICs という著しい経済発展を遂げる国と言われ
ていた頃から 15 年以上経過し，ブラジルは 2013 年頃
から深刻な不況が続いています。これはひとえに長く
続いた左派のばらまき施策と経済政策の失政，そして
先に挙げた汚職などが大きな要因ではありますが，
2019 年からボウソナーロさんという元軍人さんが新
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大統領に就任し，彼の党は中道右派で経済発展を優先
しているため，回復の途上にあります。しかしブラジ
ルの治安の悪さは世界でもトップクラスで，毎日
ニュースにならないほどの殺人事件が起きています。
リオやサンパウロのような大都市にはファベーラと

呼ばれる貧民街があって，そこに入ってしまうと身ぐ
るみはがされるのはましなほうで，麻薬取引の現場に
巻き込まれて命を落とすこともあります。ブラジルで
は一応，銃の保持は非合法となっていますが，銃保持
が合法のアメリカで銃犯罪件数が年間 1万件なのに対
し，ブラジルは年間 5万件起こっています。毎日のよ
うにボリビアやらパラグアイ経由で銃や麻薬が大量に
輸入されてきており，一応警察も取締りをして時々道
路わきに密輸トラックが警察に止められていますが，
警察で押収できるのは流れ込んでくる全体の 5％程度
とのことです。
日本人を狙った犯罪も多く，私の同僚は車で信号待

ちをしている間に銃を突きつけられてやはり持ち物を
すべてもっていかれたそうです。犯罪に遭遇したとき
の心得は ①ある程度の現金は常にもっておく ②銃や
刃物を突きつけられたら抵抗しないですぐに金も携帯
も渡す ③周りに助けを求めても無駄と覚悟する の 3
つです。特に iPhone は闇マーケットで高値で取引さ
れるのでおとなしく渡したほうがよいでしょう。犯罪
が多い背景としては，ブラジルは貧富の差が大きく国
民の 10％が文盲で，生まれながらにして格差があり
貧困層の絶対数が多いことがあります。そして警察と
犯罪組織の元締めが癒着しており，現実的に犯罪が多
すぎて刑務所の数が足りていないから一斉摘発できな
いという事情もあるようです。

3．希望の国ブラジル

…と，暗い話ばかりしましたが，サンパウロの生活
は非常に快適で楽しいです。何しろみんな明るい。ブ
ラジル人は老若男女みんなサッカーが大好き。ブラジ
ルではサッカーとは言わず，フチボウと言います。昨
年，FIFAワールドカップロシア大会が行われました
が，ブラジルの試合がある日は銀行も連邦警察もみん
な休みで，試合時間はほとんどの会社が休業してパブ
で観戦しています。もはや国民的イベントになってお
り老若男女，代表チームのユニフォームを着て国旗を
振り回しています。しかしブラジルは準々決勝であっ
さりベルギーに敗退。。今回は期待が大きかっただけ
に国民の落胆は大きく，この日は金曜日の夕方でした
が，いつもは馬鹿騒ぎの金曜夜のパウリスタ大通りが

お通夜みたいに静かでした。ブラジルは世界一のサッ
カー王国なのですがなぜか一発勝負に弱く，16 年間
優勝から遠ざかっています。期待が大きかっただけに
批判も大きく，負けてからもテレビでは毎日，なんで
負けたのかの検証，ネイマールは何回わざと転んだの
かの確認が行われています。
ブラジル人は毎日毎日フチボウばっかり見ててよく
飽きないものだと思うのですが，ブラジルのスポーツ
はほぼ 9割がたフチボウで，あとはバレーボールくら
い。野球はやらないしゴルフもほとんどしません。そ
の他で言うとサンパウロではランニング人口が割と多
く，オールシーズン毎週のようにマラソンやロード
レースの大会が行われています。サンパウロは基本的
に暑いのですが，日本のように湿度が高くないし朝晩
は気温が低くて夏でも 20 度以下なので，朝 6時にス
タートすれば暑くなる前にレース終了になります。参
加費用も安くて管理もおおらかというか適当なので登
録してない人も勝手に入って走っていいし，申し込ん
だ人が走れなくなっても代理のランナーに変更が可能
です。ブラジルで一番人気のあるマラソン大会は毎年
6月に行われるリオデジャネイロマラソン。スタート
から 20 キロはずっと昇る朝日を見ながら海岸線を走
るコースで，その開放感にずっと走り続けられる気に
なります（30 キロあたりでそれが気のせいだったこ
とに気付きますが）。南半球は季節が反対なので 6月
～ 8 月が冬。2016 年のリオ五輪も夏季オリンピック
といっても現地では冬でした。逆に1月や2月の夏シー
ズンは，リオデジャネイロは 40℃を超えるのでマラ
ソンどころではなく， 夏はコパカバーナかイパネマの
海岸でビーチバレーをやっている人が多いです。

4．豊かな食生活

ブラジルは食べ物が非常に美味しいです。代表的な
ブラジル料理はシュラスコという，牛肉のいろんな部
位をかたまりで持ってきてお客さんの前で大きなナイ
フで削ぎ切るという豪快な料理です。これは基本食べ
放題のシステムなのですが，毎回必ずと言っていいほ
ど食べ過ぎてしまうので非常に危険です。このシュラ
スコ，もちろんレストランでも食べられますが，ブラ
ジルの人たちはパーティが大好きなので毎週末どこか
でシュラスコパーティをやっています。家にも集合住
宅にもシュラスコ用のグリルがあるところが多く，
パーティで人を集めてはバンドを呼んで演奏しても
らったり，突然フットサルを始めたり，この国の人た
ちは本当に人生を楽しむ達人。
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そのほかにも美味しい料理はたくさんあり，フェイ
ジョアーダという肉と黒豆を煮込んだブラジル北部の
郷土料理は国民食と呼ばれています。この料理に限ら
ずブラジルでは豆を本当によく食べるので，ブラジル
の人が胸やお尻が大きいのは豆を食べるからだと言わ
れています。私が大好きなのはポンデケージョという，
朝食に食べるチーズを練りこんだモチモチのパン。た
こ焼きくらいの一口サイズなので一度食べたら止める
ことができなくなってしまいます。
また，ブラジルの昼食のシステムが非常に変わって

います。もちろん普通のレストランもあるのですが，
街中に昼だけ開店しているポルキロというタイプのレ
ストランがあります。ポルキロというのは Por Kilo，
つまりキロ当たり，という意味でバイキングのような
たくさんの大皿料理が並んでいて，それが量り売りに
なっています。並んだ大皿から好きなものを自分の皿
に取って，取った重さで料金が決まります。どう見て
もどんぶり勘定なので，店の人に「昼しか営業しない
ので大量の料理が余ると思うけどそれどうすんの？」
と聞いたところ，スタッフみんなで持って帰るんだよ，
とのことでした。たくさんのポルキロが毎日営業でき
ているのできっとこれでも利益は出ているのでしょ
う。本当にこのシステムで儲かるのか，日本に帰国し
たらブラジル総領事館のある五反田あたりで店をオー
プンして試してみたいと思います。
肉を大量に消費するブラジルではシュラスコも美味

しいのですがステーキも非常に美味しい。最高級の分
厚いステーキが日本の 3分の 1くらいの値段で食べら
れます。実はブラジルよりもアルゼンチンの牛肉のほ
うが美味しいため，アルゼンチンから牛肉とワインを
大量に輸入しているようです。
このようにブラジルの朝食・昼食・夕食どれも美味

しい上にたくさん食べるシステムが確立されており，
味も濃いのでこの国で何も考えずにものを食べていた
ら確実に太ります。こんな食生活をしていると太るだ
けでなく早死にしてしまうので，サンパウロの日本人
駐在員は日本の食材を使って普通に日本食を食べま
す。サンパウロは日本人街もあり日本の食べ物は世界
のどの都市より手に入りやすい上に，さらに毎週決
まった曜日に決まった場所でフェイラという朝市が立
つのです。朝早くからトラックで食材とテントを運び
込んで新鮮な肉，魚，野菜，果物を大量に販売してお
り，フェイラの魚屋では日本人向けに刺身でさばいて
くれるのでほぼ毎週新鮮な刺身を食べることができま
す。そしてブラジルはフルーツが安くて美味しい。パ
イナップルはとても柔らかくて甘く，1個 150 円程度。

マンゴーも日本で買ったら 1000 円くらいしそうな新
鮮で大きなものが1個約100円。メロンもスイカもオー
ルシーズンで食べることができます。そのほかにも和
食，韓国料理のレストランのレベルが非常に高く，本
格とんこつラーメンの店からすき屋の牛丼までありま
す。サンパウロで日本の食べ物が恋しくなったことは
一度もなく，むしろ帰国したらブラジルでしか食べら
れない魚やフルーツ，ポンデケージョが恋しくなるの
ではないかと思います。
これだけ日本人が地球の裏側のブラジルで快適に生
活できるのはひとえに日系移民のおかげで，今では日
系ブラジル人が 4世まであわせると 150 万人いると言
われています。今年は日系移民 110 周年であり，毎年
行われる日本祭り（フェスティバル ド ジャポン）で
は 110 周年記念式典が行われ，来賓で眞子様が来まし
た。

5．アモーレ（愛）

ブラジルは情熱の国だけあって，恋愛関係も自由奔
放です。聞いたところによるとブラジルで恋人という
のは 2種類あって，フィカンチ（Ficante）というの
はお試し期間中の恋人，とそしてナモラーダ
（Namorada）というのが本当の恋人という意味です。
そこには当然片方がフィカンチだと思っていてももう
片方がナモラーダだと思っているケースもあり，複数
のフィカンチをかけもちするツワモノもいて，時々も
めて忍傷沙汰になっています。ブラジルの男性は積極
的な人が多く，年齢とか人種とか結婚しているとかあ
まり関係なく気に入ったらすぐ口説きます。

6．ブラジルの命，ビーチとサンバ

あと，ブラジルといえばビーチとサンバ。ブラジル
は労働法で年に 30 日の休暇を取らなければならない
ことが決められており，休みになると大体みんなビー
チに行きます。サンパウロから車で 1時間半ほど走る
とビーチリゾートがあるので夏の週末のビーチはすご
く込み合っており，海に行く道路はものすごく渋滞し
ます。ビーチで驚くのは水着。ブラジルの水着はすご
い。男性用も女性用も布の部分がおそろしく少ないの
で最初は目のやり場に困ったのですが，そのうち慣れ
てなんとも思わなくなるから不思議なものです。ブラ
ジルではお尻が大きいのがセクシーとされているので
お尻にシリコン注射をする人もいるらしいです。
サンバは毎年 2月に有名なリオのカーニバルがあり



103建設機械施工 Vol.71　No.8　August　2019

ますが，サンパウロや他の週でも同じ時期に行われま
す。サンバの衣装もやっぱり派手で，露出がすごく多
い。。カーニバルの本番では出場者は深夜から朝まで
踊りながらサンバ会場を練り歩いています。カーニバ
ルの期間はどこの会社も休みで，夜通し踊っては酒を
飲んで馬鹿騒ぎしています。ブラジルにはほとんど命
を賭けているサンバチームがいくつもあって，優勝す
ると億単位の賞金がもらえるらしいのですが，衣装や
御輿に同じくらいのお金がかかるので本当に好きでな
ければやれないのでしょう。サンバが好きすぎてお金
をためてはこの季節に2～3ヶ月リオで暮らして，カー
ニバルが終わったらまたお金を稼ぎに帰るという日本
人のダンサーも結構いるそうです。サンバはブラジル
各地で行われていますが，やはりメインはリオ。カー
ニバルには世界中から観光客が集まって花火が上がっ

て大盛り上がりです。そしてリオは観光地のそばに巨
大ファベーラ（貧民街）があるのでカーニバル観光し
にリオに行く日本人はかなりの確率で強盗やスリに遭
います。通勤も命懸けなら遊びも命懸けです。

7．おわりに

ブラジル三菱電機は私が担当していた鉄道事業のほ
かに，Factory Automation 等の事業も行っています。
皆様ブラジルにご来訪の際は是非三菱電機ブラジルに
お越しいただきたくお願い致します。
 

［筆者紹介］
浦添　宏（うらぞえ　ひろし）
三菱電機
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1．はじめに

当社では 1940 年の設立以降技術を積み重ねてきた
鉄道に関する知識を活かして，1986 年にシミュレー
タ事業に進出した。
1号機は鉄道運転シミュレータであり，走行してい

る車両から前方撮影した実写映像をレーザーディスク
をコントロールしながら再生するという方式であっ
た。
その後パソコンの普及，スペックの向上により実写

映像ではなくコンピューターグラフィックスによるシ
ミュレータへと進化し，それによる異常時再現の飛躍
的な向上により，さらに教育効果の高いシミュレータ
の製作が可能となった。
現在ではモーションキャプチャ技術やヘッドマウン

トディスプレイを利用した仮想空間内に於けるシミュ
レータ（写真─ 1，2）など，日頃の訓練では体験で
きない異常時訓練がよりリアルに体験できるシミュ
レータへと進化している。

2．開発経緯

1986 年から進出したシミュレータ事業であるが，
鉄道運転シミュレータから始まり車掌シミュレータと
乗務員向けに特化し開発製作してきた。
そこで，次はどのようなシミュレータのニーズが鉄

道業界にあるのか，お客様へのアンケートや社内での
プロジェクトチームによる検討をはじめた。その検討
活動の中で当社の鉄道電気工事に携わる社員の意見で
注目するべきものがあった。
列車見張員をしている際，もし作業員の退避遅れが

あっても赤旗を挙げる等列車を止める手配をとる自信

がないという意見であった。
そこで，なぜ日頃から訓練をしているのに列車を止
める自信がないのかヒアリングしてみると，列車停止
手配とその方法は日頃の訓練にてよく理解している。
しかし日頃の訓練ではリアリティがなく，本当にその
現場に遭遇した際にとっさに訓練と同じ行動をとる自
信がないというものだった。
それならば，リアリティのある列車見張員訓練がで
きるシミュレータを開発しようということになった。

篠　川　和　春

東急テクノシステム㈱は 1940 年に設立会社であり，現在は「鉄道電気工事」「鉄道車両改造・整備」「シ
ミュレータ／機器・教材」「バス車両改造・整備」の 4事業を主要事業としている。
キーワード：シミュレータ，列車見張員訓練，安全教育，モーションセンサー，キネクト

列車見張員の現場で役立つ異常時訓練
列車見張員シミュレータの紹介

写真─ 1　ヘッドマウントディスプレイを利用したシミュレータ①

写真─ 2　ヘッドマウントディスプレイを利用したシミュレータ②
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3．技術検討

まず，今まで培ったシミュレータの製作技術のみで
列車見張員シミュレータが製作可能か検討してみた。
運転シミュレータはマスコンといわれる操作器を運
転士が操作することより，その信号を受けて各種制御
をしてシミュレータを動作させればよい（写真─ 3）。
また車掌シミュレータも運転シミュレータと同様に車掌
が車掌スイッチといわれる操作器を操作し，その信号
によって制御をしてシミュレータを動作させればよい。

しかし，列車見張員は携帯している赤旗を振るなど
して接近してくる列車に停止手配をとるので，特に何
か機器を操作することがない。
それではシミュレータを制御するための信号（列車

停止手配をとった信号）が得られないので，何か疑似
的な信号を出さなくてはならない。そのためには，訓
練中に停止手配の赤旗を振るなどする前に，何かス
イッチを押す等のアクションを追加して疑似的な信号
を出すしかない。しかし，それでは正しい列車停止手
配でなくなってしまい，訓練のリアリティもなくなっ
てしまう。
このように既存の運転・車掌シミュレータの技術の

みでは列車見張員シミュレータの製作は難しいことが
判明した。
そこで列車停止手配の作業の流れの中で，シミュ

レータを制御するための信号（列車停止手配をとった
信号）を得るにはどうしたらよいか色々な技術を検討
した結果，モーションセンサーによって列車見張員の
動きを検知し，そこから列車停止手配をとった行動を
信号として得て制御することとした。

4．システム開発そして製品化

列車見張員（訓練者）の動作をモーションセンサー
で検知するにあたり，まずその動作の洗い出しをおこ
なった。
列車見張員には大きく分けて通常時の動作と異常時

の動作があり，通常時は現場列車接近時に安全を知ら
せる動作。これには鉄道事業者によって違うが，黄色
旗を挙げる・青旗を挙げる・片手を大きく挙げる等の動
作がある。一方，異常時の動作は橙色旗を挙げる・赤
旗を挙げる・両手を何度も交差させる等の動作がある。
これら動作を全て色の違いも含めて認識できるよう
なモーションセンサーを選択し，それを対角に 2台設
置し，列車見張員（訓練者）の認識方法（人の動きで
あったり，旗の色）も変えられるようなソフトウェア
を開発した。
また普段体験できないような訓練をリアルに行うこ
とを目的としているので，列車見張をおこなう現場の
再現をどのようなシステムでおこなうのか検討した。
線路脇に立っている列車見張員の片側には作業中の作
業員がいて，もう片側からは列車が進行してくるとい
うのが大まかな現場の構図である。これを再現するた
めに列車見張員（訓練者）の両側に 1画面ずつディス
プレイを置く方式とした（写真─ 4，5）。尚，コンピュー

写真─ 4　列車見張員シミュレータ①

写真─ 5　列車見張員シミュレータ②

写真─ 3　鉄道運転シミュレータ
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タグラフィックス再生用に PC1 台，全体制御用に
PC1 台の合計 PC2 台の構成とした（図─ 1）。次はこ
のシステムにどのような訓練ソフトウェアを製作する
かを検討した。
何度も申し上げているが，普段できないような訓練

をリアルに行うことを目的としているので，異常時の
シチュエーションにもこだわった。列車見張員経験者
からヒアリングをおこない標準版として「通常シナリ
オ（無事故）」「梯子転倒」「けが人発生」「公衆立入」「飛
来物絡みつき」「上空に飛行機や周辺に救急車などの
気が散る要因」「雨・雷等の天候」の訓練項目を装備
することとした。

5．製品化後

前項で記述したように，標準版の完成後パンフレッ
トを作成しアピールを開始した。
おかげさまで今までに 7社から注文をいただいた。

やはりそれぞれ標準版から機能追加のご要望はいただ
いていて，各社オリジナルの訓練項目を追加した仕様
となっている。
またシステム構成についても各種ご相談をいただ

き，大型ディスプレイをヘッドマウントディスプレイ

に変更する案や，足踏みスイッチを追加して仮想空間
内を歩き回る機能の追加など標準版があるからこその
ご要望をいただいている。

6．おわりに

列車見張員が普段できないことをリアルに訓練でき
るをコンセプトに開発した列車見張員シミュレータで
あるが，2年に一度開催されている鉄道技術展にも毎
回出展し，その都度新機能を搭載したバージョンアッ
プ版を展示している。
その度に，来場者の皆様からは多くの貴重なご意見
を伺い，それをシミュレータの更なるバージョンアッ
プに反映させている。
今後も皆様のご意見を反映した，求められる製品の
開発に全力を尽くしていく所存である。
 

図─ 1　列車見張員シミュレータ　システム構成図

［筆者紹介］
篠川　和春（ささがわ　かずはる）
東急テクノシステム㈱
営業本部　営業戦略部　部長
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JR 東海　超電導リニア　体験乗車記
佐　山　伸　樹

皆さんがきっと羨むでありましょう超電導リニアに
試乗してまいりましたので，皆さんの今後の参考まで
に体験乗車記を寄稿します。
まず応募からですが，インターネット申込をめげず

にしつこくダメモト応募すること 5回，遂に超電導リ
ニア試乗当選通知が舞い込みました。日時は，7月 24
日（火）14：35 発　搭乗第 4便。乗車は 2名一組で，
応募時点で同乗者を特定申告する必要があり，
JORSA同僚を同乗者登録し，二人で体験乗車してき
ました。
インターネットでの当選連絡受領後，まずは，搭乗

料金の 4,320 円（一人 2,160 円）を支払うとハガキで「搭
乗予約証明書」が送付されます。これを当日しっかり
持参しないと乗車がかないません。これら含め大変厳
しいセキュリティとなっています。
試乗会場は，JR東海の「山梨実験センター」ですが，

その隣には，山梨県立「どきどきリニア館」（3階建て），
「わくわくやまなし館」があり，試乗者以外の見学者も，
ここでリニア開発の歴史，浮上のメカニズム，リニア
シアター，ジオラマ，子供用ミニリニア体験乗車，実
際の 500 km/h 走行リニアなどを見学しており，多く
の人で賑わっていました（写真─ 1）。「リニア車両が
あと 10 秒で通ります」との親切なアナウンスもあり，
一同カメラやビデオを抱えて固唾を飲んでシャッター
チャンスを待つといったにわか鉄チャン感覚を味わい
ました。
試乗会場には駐車場は無いとのことで公共交通機関

の利用指示（大月駅からバス）を受けていましたが，
隣の「どきどきリニア館」，「わくわくやまなし館」用
の大きな無料駐車場がありますので，自家用車で来場
できます。また，観光バスもたくさん立ち寄り，おそ
らく山梨観光の行き帰りに話題のリニア見学を組み入
れているのでしょう。
さて，実際の搭乗の話に入ります。当日は，38 度
近い猛暑が続いた時期で，突然の試乗中止を心配して
いましたが予定通り運行するとのことでほっとひと安
心，午後 2時（試乗約 30 分前）には，正式受付が開
始され，入口でハガキの「搭乗予約証明書」を提示し，
まずは，本人確認，次にリニアを描いた顔出し看板に
よる記念撮影（大人はやや恥ずかしい）を行い，その
後，自動発券機による搭乗受付（搭乗パス受領）を行
い，その後，厳重な手荷物・身体検査を実施して全員
集合会場へ。夏休みの時期で親子連れが最も多く，年
配のご夫婦もたくさん居られました。
既に座席は搭乗パスに印字され決められており（図
─ 1），5両編成で，乗客乗車車両は 3両で，2号車が
4席 14 列の 56 名，続いての 3号車，4号車が 4席 15
列の 60 名ずつ）一編成乗車数：176 名で，全員着席後，
体験乗車の内容や注意事項の説明が約 5分ほど行われ
（写真─ 2），いよいよ後ろ車両④号車より順番に乗車
開始。
実験線全長は，42.8 km ながら，実際走行区間は片
道 35 kmを約 30 分かけて 2往復，ただし，最高速度
500 km/h 走行は往復 1回のみで，先頭車両からの映
像と速度，距離が前方画面に流れ，最高速度 502 km/h
でした（図─ 2）。車体は，2013 年から投入された最
新の L0（エルゼロ）系車両で，まずはゴムタイヤで

写真─ 1　「どきどきリニア館」から見学できるリニア車両 図─ 1　リニア搭乗券
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ややごとごと感を感じながら走行を開始し，約
140 km/h あたりでスーッと浮上，これは明らかに感
じ取れました。相当な加速度であっという間に 502 
km/h に達しますが，乗車中の速度や揺れの感覚は，
乗り慣れた新幹線とほぼ同じような感じがしました。
前方スクリーン画像で，視覚的に 300 km/h あたり

から徐々に最高速度 502 km/h に達した際はさすがに
早いと感動しました。ほとんど揺れないのでは？との
先入観があり，実際には新幹線と同じ位の揺れがあり
「リニアもある程度は揺れるんですね」というのが，
正直・率直な感想でした（写真─ 3）。
2往復，約 30 分の乗車を終え，最後に下車後，ガ

ラス越しにリニアの目の前で各々写真撮影し，試乗が
終了。JR 東海の試乗スタッフの皆さんは，申し訳な
いほど親切で行き届いて居り，大満足の思い出深い体
験乗車経験となりました。
この日は 1時間毎に計 6本の試乗が実施され，一日

で 1,000 人強の人が試乗できたようです。皆さんも，
1回応募で諦めずに，特に 2027 年の開業までどうし
ても待てないという短気な人は，試乗会に根気よく応
募し続けてください。5～ 6回目にはお情けで当たる
かもしれません。

写真─ 3　最高時速 502 km/h 走行時の前方スクリーン

JORSA では，リニア試乗枠をなんとか特別に確保
できないかいろいろ交渉しましたが，こればかりは絶
対無理とのことで，皆さん各自の応募努力と幸運に委
ねるしかありませんので，ご了承下さい。
最後に，「百聞は一見にしかず」試乗に当たらなく
とも山梨の「どきどきリニア館」にて，リニア 500 
km/h の実際走行を見学して下さい（写真─ 4）。
以下，超電導リニア・中央新幹線の概要に関する補
足資料としてご参照下さい。

超電導リニア開発の歴史
超電導リニア開発の歴史は次の通り。（　）内は使
われた車両形式。
＊ 1962 年　リニアモーターカーの研究開始 
 （鉄道技術研究所，現㈶鉄道総合技術研究所で基礎
研究を開始）
＊ 1972 年　超電導磁気浮上走行成功（鉄道技術研究

図─ 2　山梨実験線の概要

写真─ 2　搭乗前のリニア概要・注意事項等の説明

写真─ 4　試乗後近くで見られるリニア車両
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所構内実験線（220 m）にて）（LSM200）
＊ 1973 年 11 月　中央新幹線を全国新幹線鉄道整備法
に基づく基本計画路線に決定

＊ 1977 年 7月　 宮崎実験線（ガイドウェイは逆T型）
で走行実験開始
当初は 1.3 km，1979 年に全線 7 kmが完成（ML500）

＊ 1979 年 12 月　無人走行で世界最高速度 517 km/h
達成 （ML500）

＊ 1980 年　ガイドウェイをU字型に改造しての走行
実験開始（MLU001）

＊ 1987 年 2 月　 有人走行で400 km/hを達成（MLU001）
＊ 1990 ～ 1996 年　山梨実験線（22 km）の建設
＊ 1997 年 4 月　山梨実験線で走行試験開始（MLX01）
＊ 1997 年 12月　無人走行で 550 km/h達成（MLX01）
＊ 2003 年 12 月　有人走行で世界記録 581 km/h を達
成（MLX01）

＊ 2004 年 11 月　高速すれ違い試験で最高相対速度
1,026 km/h を達成

＊ 2015 年 4 月　 有人走行で世界記録 603 km/hを達成
（L0）

現在行われている技術開発
既に確立している実用技術について，更なる快適性

の向上や保守の効率化を目指して，2022 年完了目途
に，次の課題に取り組み，JR 東海と鉄道総研が共同
で研究開発を続けている。 ─さやま　しんじ　日本鉄道システム輸出組合　業務部長─

＊低コストかつ効率的な保守体系の検証
＊高温超電導磁石の長期耐久性の検証
＊快適性の向上

中央新幹線の建設
リニアが走る中央新幹線は，全国新幹線鉄道整備法
に基づき，東京─名古屋間 286 km を最速 40 分で結
ぶべく工事が進められている（図─ 3）。

図─ 3　中央新幹線路線図（Wikipedia より）

＊ 1973 年 11 月　基本計画
＊ 2011 年 5 月　交通政策審議会答申，JR東海を営業
主体・建設主体に指名 → 建設指示
その後，環境アセスメントを実施後
＊ 2014 年 10 月　工事実施計画認可
＊ 2014 年 12 月　工事着手
＊ 2027 年　開業予定
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二枚の写真
鈴　木　　　力

子供の頃，買ってもらった地球儀をよく眺めていた。
ロンドン，サンフランシスコ，サンパウロ，ニュージー
ランド，カムチャツカ，バイカル湖 etc. の位置を目で
追っていた。それらの地に将来，自分が立つとはその
頃は思いもしなかった。
初めての海外旅行は 22 年前にタイへ。それまで外

国にはほとんど興味はなかったが，バンコクで何気な
く撮った 1枚の写真は，戦前から戦中にかけて木材の
買付けの商社員だった父が同地で撮った写真と全く同
じ場所でのものだった。その後，半世紀以上経ってい
たが，ほとんど景観は変わっておらず驚いた。当時と
しては珍しく海外に目を向けていた父は私の子供の時
に亡くなったが，何か因縁めいたものを感じ，私に海
外に出かけて見聞を広めよと言われているように感じ
た。
お蔭さまでその後，家内とともに 27 の航空会社を

利用し，南半球へ 7往復，日付変更線も 7往復して，
37 カ国・10 地域に足跡を記すことができた。また間
近で 2 国・1 地域の国土を見て，他に少なくとも 19
カ国の上空を通過した。ツアーの添乗員さんや航空機
の乗務員さん等を除くと，多数の国や地域へ行ったと
言えるのだろうが，現在，世界には 196 カ国あるので，
訪れた国は 2割に，また上空を通った国を加えても 3
割にも満たない。世界は広い。
その間，南極大陸を除き，アジア，ヨーロッパ，北

米，南米，オーストラリア，アフリカの 6大陸へ少な
くとも各 2回は行き，また太平洋，大西洋，インド洋，
地中海，北極海を航海した。

あまり人の行かないところへの旅行を積み重ねて，
その間，様々な体験をすることができた。その幾つか
を紹介する。海外旅行では 128 回空を飛んだが，大き
いトラブルは，日本からの出発便の欠航，また燃料漏
れで出発が 6時間半遅れた，フィンランドで到着機の
遅れのため代替機になった，ブラジルで離陸後に緊急
着陸した，アラスカのデナリ（マッキンリー山）の遊
覧飛行で乱気流に遭い軽飛行機が 90 度近く傾いた，
と何回かあったが致命的なトラブルはなく，こうして
生きている。

世界三大瀑布は，イグアス，ビクトリア，ナイアガ
ラの順に見ることができた。
天体・自然現象の皆既日食とオーロラだが，これは
人生観が変わる。皆さんも一度で良いからご覧になる
ことをお勧めする。皆既日食は天気次第だが，運の良
いことに南京，ケアンズ，イースター島と 3回も見る
ことができた。アイスランドで最初に見たオーロラは
肉眼でもはっきりと濃い緑色で，カーテン状に揺らめ
いていたし，その後もアラスカ，ノルウェー，フィン
ランドで何回も見た。ノルウェーの北の北極海（バレ
ンツ海）では凄い暴風で，他に誰もいない大揺れに揺
れる船の甲板で家内と見た。
病気・ケガでは，欧州本土の最北端ノールカップ（ノ
ルウェー）で凍結した地面で転倒，左手首を痛め，帰
国後に手首の骨折と判明した。接骨医は私の手首のレ
ントゲン写真を見て驚いたように「しっかりした骨を
している。普通では断面は骨が 1/5，神経組織が 3/5，
骨が 1/5 だが，あなたの場合は 1/3，1/3，1/3 となっ
ているためにこれぐらいで済んだ。さもなければ縦方
向ではなく間違いなく輪切りのように折れていたで
しょう」とのことだった。普通の人の神経組織は 3/5
だが私の場合は 1/3 と，数学上は明らかに 1/3 ＜ 3/5
なので，やはり私の神経は普通の人に比べて“か細い”
のだ。自分ではそれほど頑丈な骨であるとは思ってい
なかったが，丈夫な骨格に産んでくれた両親に感謝し
た。
あと，ハンガリーで風邪を引いたときは何事もなく
帰国できたが，ドイツからの場合は空港での赤外線
チェックで別室へ誘導された。風邪気味で，体温計測
では 38.6℃もあった。体調，滞在地，経由地，搭乗便
名，搭乗機の座席番号，帰宅する手段等，色々と医療
関係者から聞かれたが，滞在地等からすると問題ない
だろうとすぐに帰宅を許された。

いろいろな経験を書き出すとキリがないが，特に奇
抜だったアフリカでの体験では。
ヨハネスブルグからザンビアへ行く飛行機で全員が
着席すると，客室乗務員が殺虫剤？のスプレー缶を手
にして客室内を往復で噴霧して回る。強烈なアースの
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ような臭いはしばらく機内に立ち込め，虫よりも人間
に効き目がありそうだ。
ザンビアとジンバブエの国境にあるビクトリアの滝

は，台地の割れ目状で，落差 108 m，因みにナイアガ
ラは 51 m，イグアスは 2段の合計で 82 mである。乾
季のため落水は一部で，断崖絶壁の上からはダム堰堤
から谷底を見る感じであった。
ジンバブエでの夕食時，現地の女性が鉄板でモパネ

ワームという芋虫を焼いてくれる。“芋虫を食べた”
という証明書がもらえた。男性がBQを焼いて「ワニ
～」「インパラ～」「ヤサイ～」と日本語でアナウンス
する。ワニの肉は少し堅いが鶏のササ身と同じ食感
だった。
ジンバブエのホテルの警備員は銃を持っていた。人

間に危害を及ぼす動物が来ることもあるのだろう。庭
には野生のイボイノシシが野犬のように上目遣いに私
を見上げながらすぐ横を小走りに駆け抜けていった。
ジンバブエとボツワナとの国境付近で野火に遭遇し

た。前が見えないくらいの煙が道路を覆う。炎がチロ
チロと見え始め，やがて道路の両側はすさまじい炎と
煙で，バスの窓ガラス越しにかなりの熱気を感じた。
ボツワナでのこと。ザンベジ川の支流では，カバと

少し離れたところで人間の子どもたちが大勢泳いでい
る。「え～っ，こんなところで」と心配したが，やは
り毎年のようにワニに襲われて命を落とす子がいるそ
うだ。やはりアフリカでは遊ぶのも命がけのところが
あるのだ。日本でも交通事故等で危ないが。
夕食時，レストランの後を流れる川の対岸の隣国ナ

ミビア側で，暗い中でかなり広範囲に野火が勢いよく
炎を上げている。まさに“対岸の火事”で，こちら側
からは不気味だが綺麗であり高みの見物であった。
朝，サファリに出かける。地平線の上に真っ赤な太

陽が昇ってきた。だが，夜の間に肉食獣に襲われ，こ
の夜明けを迎えることができなかった動物たちがいる
と思うと，何か複雑な心境だ。
南アフリカの喜望峰は最高の天気だったが，楽しみ

にしていたケープタウンのテーブルマウンテンは強風
で登れない。私はどうも山には縁がないようで，リオ
デジャネイロのポン・デ・アスーカルという岩山では
時間がなく，また国内だが北海道の函館山も何度行っ
ても強風等で登れない。
ケープタウンからプレトリアまではロボス・レール

という 2泊 3日の豪華寝台列車の旅だった。同じ区間
をブルートレインという寝台特急は1泊2日で走るが，

この列車はあと 1日かけて走り，途中 2つの駅に観光
停車する。寝台車は 1車両 3室で，機関車 2両，厨房
車，食堂車 2両を合わせて計 22 両編成というもので，
最後尾はバーラウンジのある展望車となっている。展
望車から見たアフリカの大地の漆黒の闇と，空に輝く
星々に感動した。
南アフリカの 10 月は春で，プレトリア市内では 7
万本というジャカランダの花が満開であった。市内の
交差点に立つと，前後左右の道路は紫色の花に覆われ，
その木々の下の地面も落花の紫色に覆われている。見
事だ。
アフリカ以外では，タヒチでは南十字星がきれいに
見え，中国ではサソリを食べ，8月のアラスカでは雪
に降られ，ロットネスト島で“世界一幸せ”な顔のク
オッカと遊び，カナリア諸島では空の青さを知り，ロ
シアの大地をシベリア鉄道で走り，ウユニ塩湖では“天
空の鏡”を見てさらに真っ白な塩の平原を歩いた。

私はとくに英語をスラスラ話せるわけではないが，
関係代名詞・何人称・過去形だのと学校で教える文語
調の文法などはっきり言って関係ない。要はボキャブ
ラリー（語彙）と易しい言葉で，伝えようという意思
があれば通じるものだ。あとその国の「おはよう」「あ
りがとう」くらいの挨拶語を知っていれば何とかなる。
皆さん方もぜひ海外へ出掛け，様々なカルチャー
ショックを味わうのもよいのでは。でも，くれぐれも
「旅の恥はかき捨て」などはなさらぬように。

最後にもう 1枚の写真がある。
2011 年 3 月，オーロラを見るツアーでアラスカへ
出掛けた。フェアバンクスからの帰路，飛行機は東北
地方の海岸線に達した。10 日 13 時 04 分，機上から
海岸線の写真を 1枚撮った。だがこの 25 時間 42 分後
（11 日 14 時 46 分）にM9.0 の巨大地震が起き，大津
波が海岸を襲い，さらに原発事故が続いた。この時，
何気なく撮った写真にはその原発が写っている。この
時，人々はごく普通に生活し，明日を夢見ていた人も
多くいたことだろう。それがあの時を境に…。
お亡くなりになられた 2万人もの方々を悼み，ご家
族，ご親戚，お知り合いの方々に哀悼の意を表し，被
災された方々の 1日も早い復興をお祈りしてやみませ
ん。

─すずき　ちから　石橋建設興業㈱　工務部長─
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本協会は 6月 11 日，都内のホテルで第 8回通常総
会および創立 70 周年記念式典を開催した。通常総会
には会員・関連団体等約 200 名が出席，続く創立 70
周年記念式典・記念講演会・記念祝賀会には会員・来
賓・関連団体等約 280 名が出席した。

1．第 8回通常総会（定時社員総会）

田﨑忠行会長挨拶の後，定款の定めにより田﨑会長
が議長となり，書記を任命後，総会成立が宣言され，
議事録署名人を指名して議案の審議に入った。
①報告事項
「平成 30 年度事業報告の件」，「平成 31 年度事業計
画及び収支予算の件」および「平成 30 年度公益目的
支出計画実施報告の件」について報告された。
②決議事項
第 1号議案「平成 30 年度収支決算の件」が上程され，

満場異議なく承認可決された。
次に，第 2号議案「理事・監事選任の件」が上程さ

れ，満場異議なく承認可決された。
（就任役員） 理事　小川啓之，理事　鈴木隆好，   

監事　小沼成人
（退任役員） 理事　大橋徹二，理事　光石正幸，   

監事　内田芳治

一般社団法人日本建設機械施工協会 
第 8 回通常総会・創立 70 周年記念式典開催

JCMA報告

2．創立 70周年記念式典

（1）記念式典
①会長式辞
田﨑忠行会長から「当協会は，ICT技術を組み込ん
だ情報化施工を活用し，国の進めている i-Construction
の施策のもとに，建設産業の生産性向上や施工の安全
確保を推進すべく，今後とも技術革新に向かってより
一層の先導的な役割を果たし，我が国の発展に寄与す
る所存であります」との式辞が述べられた。

②来賓祝辞
来賓の森昌文国土交通省事務次官が国土交通大臣の
祝辞を代読され，また玉井優子経済産業省製造産業局
産業機械課長より祝辞が述べられた。

田﨑忠行会長

森昌文国土交通省事務次官
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（3）記念祝賀会
記念祝賀会には，森昌文国土交通省事務次官，足立
敏之参議院議員など多数の来賓が出席され，田﨑会長
の挨拶に続き，森事務次官，足立参議院議員の祝辞が
述べられた。
続いて平野耕太郎副会長が乾杯の発声を行い，和や
かな雰囲気のなか記念祝賀会は開催された。

※記念式典の模様は機関誌「建設機械施工」11 月号（協
会 70 周年特集）に掲載予定。

玉井優子経済産業省製造産業局産業機械課長

足立敏之参議院議員

平野耕太郎副会長

③表彰状贈呈
田﨑忠行会長から令和元年度日本建設機械施工大賞

ならびに永年会員および永年役職員に対する表彰状が
贈呈された。

（2）記念講演会
小澤一雅東京大学教授による「社会基盤マネジメン

トの課題と将来展望」と題した記念講演が行われた。

小澤一雅東京大学教授



114 建設機械施工 Vol.71　No.8　August　2019

除雪現場見学会報告

機械部会　除雪機械技術委員会

1．はじめに

JCMA機械部会の除雪機械技術委員会（国土交通
省，JCMA，除雪機械メーカを構成員とする。）では，
平成 31 年 1 月 30 日～ 2月 1日の 3日間，青森市内で
除雪現場見学を実施した（図─ 1）。
メーカの若い技術者に，除雪現場の厳しさを実体験

していただき，現場の使われ方をイメージしながら，
より使い勝手の良い除雪機械を開発してもらう事を目
的に隔年で実施している。
今回は，平成 29 年に実施した札幌市での除雪現場

見学会に続く第 2回目の除雪現場見学会で 11 社 27 名
での実施となった。
イギリスとアメリカからも，日本の除雪現場見学に
3名の外国人技術者が参加した。

2．見学会実施内容の報告

県道の運搬排雪作業見学，浜町雪処理施設見学，八
重田浄化センター見学，道路維持管理者の方々との座
談会，国道 4号線除雪の見学が実施できた。

図─ 1　実施スケジュール
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（1）県道排雪運搬作業見学（写真─ 1～ 3）
1 月 31 日深夜の見学は，当初国道 7号バイパスの

除雪作業見学を予定していた。当日の夜間まで待機し
た結果は降雪が少なく除雪出動とならなかったため，
急遽青い森鉄道筒井駅付近で行われていた県道の排雪
運搬作業を見学した。
作業内容は，ロータリ除雪車 1台とダンプトラック

複数台による路肩の堆
たい

雪
せつ

帯
たい

の運搬排雪作業で，除雪
ローダ 1台と除雪グレーダ 1台が補助作業として道路
に残った雪の処理を実施していた。
深夜作業なので一般通行車両はさほど多くなかった

が，それでも誘導員の方々は外気温－5℃の中で，ロー
タリ除雪車と並行走行で積み込み作業を実施するダン
プトラックの安全誘導と，一般車両の通行規制に息付
く間もなく忙しく作業をされていた。
ロータリ除雪車が通り過ぎた跡を観察してみると，
縁石ギリギリまで排雪されていて，雪を少しでも残した
くないとのオペレータの心意気を見せられた気がする。

（2）浜町雪処理施設見学（写真─ 4，5，図─ 2）
青森県の青森港港湾環境整備事業の一環として，浜

町緑地に整備された浜町雪処理施設を見学した。
海岸線の一部にネットを張った生

いけ

簀
す

施設で，市内か
らダンプにて運ばれる雪は，この生簀に直接投棄され
る。雪投入面積は 1.4 ha，冬期間の青森港への海洋投
雪によるゴミと投雪により出来る氷

ひょうかい

塊の流出防止を
図っている。以前は氷塊が船と接触する事故があった
そうであるが，青森湾を汚さない事と共に船の安全運
航にも寄与している。   

写真─ 1　排雪運搬作業

写真─ 2　縁石ギリギリの作業 写真─ 3　塀ギリギリの作業

写真─ 4　説明を受ける

図─ 2　施設地図

写真─ 5　施設の風景

（3）八重田浄化センター見学（写真─ 6～ 8）
青森市の八重田浄化センター内の積雪・融雪処理槽
も見学した。下水の処理水を活用したユニークな融雪
施設である。浄化された処理水は冬でも 10 ～ 12 ℃あ
るそうで，冬期間に排雪された雪をダンプカーにて直
接処理槽に運搬／投入し，処理槽で溶かし，土砂やゴ
ミなどを取り除き海に放流している。ダンプカーにて
施設に持ち込まれる排雪に埋もれたゴミには，大きい
ものでは雪中に紛れ込んだ自動車のタイヤやホイール
もあり，土砂やゴミと合わせて青森湾への流出を防い
でいる。
テレビ番組にて，青森は豪華客船の寄港が増え，外
国人の評判も上々である事を知った。海を汚さない青
森県の努力が実っていると感じる。
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（4）座談会（写真─ 9）
青森河川国道事務所様，青森国道維持出張所様及び

除雪作業請負業者である大管工業㈱様，㈱藤本建設様
との座談会を実施した。
除雪機械技術委員会側も若い技術者を中心に沢山の

質問が出て，活発な意見交換の場となった。
先回の札幌除雪現場見学会の座談会と同様に，冬期

の作業員確保に苦労されていた。道路維持作業の工事
量が減って来ている事により年間を通しての発注とな
らず，冬期工事だけでは人員確保が難しい事と，雪が
降る前に道路状況を確認できるチャンスが減って来て
いる事による除雪作業の難しさの現場の声を聞いた。
意外であったのは，オペレータの高齢化はある程度

把握しているつもりであったが，運転技量としては他
の除雪機械より容易と考えていた散布車に関しても，
若い人の確保が困難となっている現状であった。近い
将来，散布車もオペレータが不足する心配をされてい
た。
大型自動車の免許取得費用負担が，若い人にとって
は重いことも若い人を確保できない原因とのこと。そ
のような状況下で，オペレータ不足の解決の糸口にな
りえる測位衛星活用による除雪の高度化に大きな期待
を感じた。

（5）国道除雪作業見学（図─ 3，写真─ 10，11）
国道 4号線の除雪を，合

がっ

浦
ぽ

歩道橋と堤
つつみ

歩道橋の 2箇
所から見学した。除雪グレーダ，除雪トラック（トラッ
クグレーダ装置付：以降省略），除雪ドーザを組み合
わせた雁

がん

行
こう

除雪作業であった。 
青森市の一部市街地国道の特徴ではあるが，中央分
離帯がない。これは青森ねぶた祭の神

み

輿
こし

の通行に支障
が出ないように配慮されたもの（除雪作業写真参照）。
雁行作業は，除雪グレーダと除雪トラックを交互に組
み合わせるものであった。除雪グレーダを複数台先行
させ，最後尾の雪を路肩に掻き上げるために除雪ト
ラックを最後尾に配置する編隊を予想していたが，実
際は市街地除雪の為，民家や通行人がいて掻き上げ作
業ができない為に，除雪トラックは最後尾ではなく，

写真─ 6　施設パンフレット稼働写真

写真─ 7　施設見学風景

写真─ 8　施設の説明を受ける

写真─ 9　座談会風景

図─ 3　除雪編成図
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除雪グレーダとの交互の組み合わせになっていた。
雪は路肩に寄せるのみの為，道路幅が狭くなると

ロータリ除雪車による排雪・運搬作業が行われる。
ひっそりと静まり返った夜間に，早朝からの道路通

行確保の為に御健闘いただいている除雪従事者の方々
には，本当にご苦労様です。
一般市民から除雪をしていただいた感謝の言葉を頂

く事はあっても，夜間除雪の騒音などについてクレー
ムを頂く事は無いとの事である。
青森市の除雪見学では，住民，除雪従事者が一体と

なって除雪を支え合っている事がよく理解できた。

3．おわりに

除雪に苦労されている方々にとって不謹慎な言葉に
なるが，降雪が期待される時期を選んでの見学会実施

であった。しかしながら，3日間という短い日程の中
で相当量の降雪に当たる事は非常に難しく，ご協力い
ただいた青森河川国道事務所様，青森国道維持出張所
様及び除雪作業請負業者様には，深夜まで降雪の状況
を観察いただき連絡係を実施いただいた。
多忙な時期に，見学会でお手数をお掛けする事に
なったが，優れた除雪機械を作ってもらうためになる
ならと，喜んでご協力いただけた。
また，青森市環境部八重田浄化センター様にも見学
で大変お世話になった。企画段階から見学候補地選定
まで，国土交通省総合政策局公共事業企画調整課様，
国土交通省東北地方整備局企画部施工企画課様，（一
社）日本建設機械施工協会東北支部様に御協力を頂い
た。
ご協力を頂けました皆様に，誌面をお借りして厚く
お礼を申し上げます。

写真─ 12　参加者

 

［筆者紹介］
井口　慎治（いぐち　しんじ）
㈱NICHIJO　東京支社　専門部長
（旧社名：㈱日本除雪機製作所）

写真─ 11　国道除雪風景
［除雪トラック（トラックグレーダ装置付），除雪グレーダ］

写真─ 10　国道除雪風景［除雪トラック（トラックグレーダ装置付），除雪ドーザ］
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04-405
文字認識読取技術を活用した 
セグメント管理システム 西松建設

▶概　　　要

近年，大規模シールド工事では，長距離化施工や高速掘進が

求められるため，使用するセグメントピースの取扱量は膨大で

ある。また，高速掘進に適した施工方法としてワンパス型セグ

メントを使用するため，様々な種類のセグメントピースを順序

間違いなく切羽に供給し，確実に組み立てる必要がある。

このような背景から，追加マーキング，専用読取り機を必要

としない，画像による文字認識読取技術（OCR）を活用した

システムを開発した（図─ 1）。本システムでは，各セグメン

トピースに印字されている製造番号をOCRでデジタル化し，

各セグメントピースの仮置き場所や組み立て順序・位置などの

情報を紐付けし，受入れから組み立てまでの一連のチェーン情

報をクラウド（図─ 2）において，専用のアプリで管理する。

作業プロセスに従って現状が記録されるので，作業進捗，在庫

状況がリアルタイムで共有できる。作業に必要な情報の提供を

することで省人化と効率化を狙う。また，データがクラウドに

おかれることで，現場状況を誰でも，いつでも，どこでも見え

る化が図り易くなる。

▶特　　　徴

①文字認識読取技術（OCR）によるセグメント自動認識

デバイスで撮影した画像から各製造番号を自動で読み取るこ

とで人為的なミス防止，作業効率が図れる。

②セグメントピース所在の一元管理

ストックヤード内のエリア位置と各種セグメントピースを紐

付けしシステム上で一元管理することで，搬入・搬出の支援が

できる。

③リアルタイムな在庫状況の把握

セグメントピース受入れから組立までのステータス（場所・

状態）をセグメントピース単位で管理し，リアルタイムに在庫

状況を把握することで，工事進捗に合わせた在庫管理を支援で

きる。

▶用　　　途

・シールド工事

▶実　　　績

・横浜湘南道路トンネル工事

▶問 合 せ 先

西松建設㈱　技術研究所　先端技術グループ

〒 105-0004　東京都港区新橋 16-17-21

TEL：03-3502-0273

図─ 1　セグメント管理システムの概要図

図─ 2　システムの全体構成
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建設工事受注動態統計調査（大手 50 社） （単位：億円）

年　　月 総　　計

受　　　注　　　者　　　別 工　事　種　類　別
未消化 
工事高 施工高民　　　間

官 公 庁 そ の 他 海　　外 建　　築 土　　木
計 製 造 業 非製造業

2012 年 110,000 73,979 14,845 59,133 26,192 4,896 4,933 76,625 33,374 113,146 111,076
2013 年 132,378 89,133 14,681 74,453 31,155 4660 7,127 90,614 41,463 129,076 120,941
2014 年 139,286 80,477 16,175 64,302 43,103 4822 10,887 86,537 52,748 138,286 125,978
2015 年 141,240 96,068 19,836 76,235 35,633 4993 4,546 95,959 45,281 141,461 141,136
2016 年 146,991 99,541 17,618 81,923 38,894 5247 3,309 98,626 48,366 151,269 134,037
2017 年 147,828 101,211 20,519 80,690 36,650 5183 4,787 99,312 48,514 165,446 137,220
2018 年 142,169 100,716 24,513 76,207 30,632 8561 5,799 95,252 46,914 166,043 141,691

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

2019 年  1 月 11,088 7,006 1,799 5,207 2,713 314 1054 6,304 4,783 166,472 9,832
　2 月 12,055 8,533 1,375 7,158 2,966 382 174 8,339 3,716 165,316 12,640
　3 月 37,732 29,551 3,326 26,225 6,349 426 1406 29,178 8,554 181,913 21,085
　4 月 8,183 6,409 1,394 5,015 1,282 369 124 4,853 3,331 179,654 9,115
　5 月 7,410 5,107 1,322 3,785 1,588 375 340 4,951 2,459 － －

建　設　機　械　受　注　実　績 （単位：億円）

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

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月

総　      　 額 17,343 17,152 18,346 17,416 17,478 21,535 22,923 1,906 1,923 1,836 2,132 1,932 1,940 1,921 1,925 1,777 1,864 2,397 1,799 1,835
海  外  需  要 12,357 10,682 11,949 10,712 10,875 14,912 16,267 1,313 1,375 1,250 1,525 1,318 1,356 1,353 1,423 1,270 1,292 1,558 1,250 1,245
海外需要を除く 4,986 6,470 6,397 6,704 6,603 6,623 6,656 593 548 586 607 614 584 568 502 507 572 839 549 590

（注）2012 ～ 2014 年は年平均で，2015 ～ 2018 年は四半期ごとの平均値で図示した。
2018 年 5 月以降は月ごとの値を図示した。

出典：国土交通省建設工事受注動態統計調査
　　　内閣府経済社会総合研究所機械受注統計調査
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機械部会

■ 基礎工事用機械技術委員会 見学会  

コベルコ建機㈱大久保事業所見学
月　日：6月 5日（水）
参加者：遠藤智委員長ほか 8名
見学内容：①大久保事業所概要説明　　
②紹介ビデオ視聴　③工場見学（ク
ローラクレーン，ホイールクレーン生
産ライン見学）　④質疑応答

■トンネル機械技術委員会 幹事会
月　日：6月 19 日（水）
出席者：橘伸一委員長ほか 8名
議　題：①トンネル工事全般に係わる安
全技術に関するアンケート調査につい
て　②技術講演会のテーマ，講演者選
定，日程について討議　③見学会の候
補地および実施時期について討議　　 
④ホームページ改訂について

■コンクリート機械技術委員会　
月　日：6月 20 日（木）
出席者：清水弘之委員長ほか 9名
議　題：①建設機械施工 協会 70 周年特
集の記事の内容確認　②国道 17 号線
新三国トンネル工事現場見学会の概要
説明　③各社技術紹介：KYB㈱トラッ
クミキサー車の説明　④標準部から：
ISO 11375 定期見直しについて，TC 
195 神戸国際会議について

■トラクタ技術委員会　
月　日：6月 21 日（金）
出席者：椎名徹委員長ほか 5名
議　題：①次期燃費基準の件：ホイール
ローダ定格出力の区分けについて討議
②次期排出ガス規制対応部会（6/12
開催）の概要報告　③建設機械の燃費
測定方法の国際標準化（ISO化）につ
いて：中国 GB規格の燃料について成
分規格の説明　④ホームページ改訂に
ついて

標準部会

■ ISO/TC 195/SC 1建設用機械及び装置
─コンクリート機械及び装置分科委員会
/WG 6国内専門家会合
月　日：6月 4日（火）
出席者：垣内委員（日工）ほか 3名（Web
参加 1名含む）

場　所：協会内会議室

標　準　部　会

（2019 年 6 月 1 日～ 30 日）

行 事 一覧
議　題：中国案文 ISO/CD 21573-2 コン
クリートポンプ車の圧送試験に対し，
JCMAS T009 を代替試験方法として
日本から提案する為の協議・検討

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

5分科会有志会合
月　日：6月 5日（水）
出席者：山本主査（コマツ）ほか 20 名
（Web 参加 8名含む）
場　所：協会内会議室
議　題：4月15日～17日ドイツ国（ミュ
ンヘン近郊）Höhenkirchen の Trimble 
TerraSat 社で開催のWG会議結果報
告及び今後の対応検討 -ISO/AWi TS 
15143-4（施工現場情報交換―第 4部：
施工現場地形データ）検討

■ ISO/TC 195/SC 1建設用機械及び装置
─コンクリート機械及び装置分科委員会
月　日：6月 20 日（木）
出席者：川上委員長（日工）ほか 8名
場　所：協会内会議室
議　題：① SC 1/WG 4 PWI 19711-2 ト
ラックミキサ -Part 2 進捗　② SC 1/
WG 6 CD 21573-2 コンクリートポン
プ - 第 2 部：技術パラメータの試験方
法　③ SC 1/WG 7 CD 18650-1  コン
クリートミキサ - 第 1 部：用語及び一
般仕様　④ TC 195  定期見直し ISO 
11375 建設用機械及び装置 - 用語及び
定義　⑤ TC 195 国際会議@神戸商
工会議所に向けた準備

■ ISO/TC 127土工機械委員会国内総会
月　日：6月 25 日（火）
出席者：正田委員長（コマツ）ほか 24
名
場　所：機械振興会館内会議室
議　題：①TC 127 委員会，SC 1 ～ SC 
4 各分科会活動計画及び進捗状況　　
②年間活動スケジュール　③トピック
ス - 燃料電池システムの国際標準化の
動向　④その他：メールでの資料配布
について，ISO/TC 195 建設用機械及
び装置委員会神戸国際会議の案内，
ISO/TC 82/SC 8（高度自動採掘シス
テム）総会について

■ ISO/TC 127土工機械委員会 SC 3/WG 

15：ISO 6011（運転用表示端末）WG

会議
月　日：6月 27 日（木）
出席者：間宮委員長（コマツ）ほか 6名
（Web 参加）
場　所：Web 上
議　題：第 2 次作業案文（WD2）の意
見照会結果に基づく専門家による協議

建設業部会

■クレーン安全情報WG

月　日：6月 3日（月）
出席者：久松栄一主査ほか 6名
議　題：①委員交代の報告　②日本ク
レーン協会の規格 JCAS改訂の報告　
③テキストの改訂について　④その他

■機電交流企画WG

月　日：6月 19 日（水）
出席者：進邦康成主査ほか 8名
議　題：①機電職就活パンフについて　
②今年度機電技術者意見交換会のテー
マと講演会について　③その他

■三役会
月　日：6月 26 日（水）
出席者：藤内隆部会長ほか 5名
議　題：①各WG報告　② 2019 年度見
学会について　③その他

レンタル業部会

■コンプライアンス分科会
月　日：6月 4日（火）
出席者：平清二郎部会長ほか 13 名
議　題：①基本契約書に関する諸問題の
検討　②各社からの報告書　③その他

■レンタル業部会
月　日：6月 13 日（木）
出席者：平清二郎部会長ほか 15 名
議　題：①部会長挨拶　②分科会活動状
況報告　③各社の取組事項，部会員共
通の問題，課題について　④その他

各種委員会等

■機関誌編集委員会
月　日：6月 5日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 19 名
議　題：①令和元年 9月号（第 835 号）
の計画の審議・検討　②令和元年 10
月号（第 836 号）の素案の審議・検討
③令和元年6月号～令和元年8月号（第
832 ～ 834 号）の進捗状況報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：6月 25 日（火）
出席者：山名至考分科会長ほか 3名
議　題：①建設企業の海外展開について
（執筆：清水委員）　②その他

■新機種調査分科会
月　日：6月 27 日（木）
出席者：江本平分科会長ほか 3名
議　題：①新機種情報の持ち寄り検討　
②新機種紹介データまとめ　③その他
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支部行事一覧

北海道支部

■第 1回施工技術検定委員会
月　日：6月 11 日（火）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：加藤信二施工技術検定委員長ほ
か 27 名
議　題：建設機械施工技術検定学科試験
の実施要領と監督要領の打合せ

■建設技術担い手育成プロジェクト（北見
工業高校出前授業）
月　日：6月 12 日（水）
場　所：北見工業高校　
受講者：建設科 2年生 33 名
内　容：①TS，GNSS3 次元測量（実習）
② ICT建機（実習）　③建設VR体験

講師等：鈴木勇治プロジェクトリーダー
ほか

■建設技術担い手育成プロジェクト（小樽
未来創造高校出前授業）
月　日：6月 13 日（木）
場　所：小樽未来創造高校　
受講者：建設科土木コース 2年生 20 名
内　容：①UAV（ドローン）概要につ
いて（座学）　② 3次元レーザスキャ
ナー（実習）　③ ICT建機（実習）
講師等：鈴木勇治プロジェクトリーダー
ほか

■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：6月 16 日（日）
場　所：北広島市（星槎道都大学）
受検者：1級 336 名，2級 664 名（延 817
名）

■建設技術担い手育成プロジェクト（札幌
工業高校出前授業）
月　日：6月 26 日（水）
場　所：札幌工業高校　
受講者：土木科 2年生約 80 名
内　容：①概要説明（座学）　② 3次元
レーザスキャナー（実習）　③ TS，
GNSS3 次元測量（実習）　④ ICT 建
機（実習）　⑤建設VR体験　⑥UAV
空中写真測量（実習）
講師等：鈴木勇治プロジェクトリーダー
ほか

■令和元年度除雪機械技術講習会（第 1回）
月　日：6月 26 日（水）
場　所：札幌市（かでる 2・7）
受講者：198 名
内　容：①除雪計画　②除雪の施工方法
③冬の交通安全　④除雪の安全施工　
⑤除雪機械の取り扱い

支部行事一覧 東北支部

■橋梁架設・大口径岩盤削孔の施工技術と
積算，及び建設機械等損料講習会
月　日：6月 4日（火）
場　所：仙台市 ハーネル仙台
受講者：71 名
内　容：①建設機械等損料の積算　②大
口径岩盤削孔の施工技術と積算　③鋼
橋架設の施工技術と積算　④ PC橋架
設の施工技術と積算 

■ EE東北’19

月　日：6月 5日（水）～ 6日（木） 
場　所：仙台市 夢メッセみやぎ 
キャッチコピー：広げよう新技術 つな
げよう未来へ
来場者：16,500 人 
内　容：①出展技術数：295 社，891 技
術（うち支部会員 20 社，75 技術）　
②新技術プレゼンテーション：64 題
（うち支部会員8題）　③UAV（ドロー
ン）競技会：総合技術部門 6チーム，
一般参加部門 9チーム

■ JCMA共通資料説明者資格認定試験・
更新講習
月　日：6月 10 日（月） 
場　所：仙台市 ハーネル仙台 
受験者：認定試験 17 名，更新講習 9名
■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：6月 16 日（日）
場　所：滝沢市 アピオ（岩手産業文化
センター）
受検者： 1 級    308 名

  2 級    791 名
  種別毎  1 種  94 名
     2 種  603 名
     3 種  25 名
     4 種  57 名
     5 種  4 名
     6 種  8 名
  1・2 級合計  1,099 名

■ i-Construction（ICT活用工事）セミナー
内　容：① i-Construction 東北地方整備
局の取組み　②県が取組む ICT 活用
工事　③ ICT 施工経験　④ 3 次元計
測の要点　⑤ ICT 建機施工の要点　
⑥点群処理，設計データ作成ソフト
ウェアの解説
主　催：東北地方整備局，青森県・秋田
県・岩手県・山形県・宮城県・福島県，
東北建設業協会連合会，JCMA東北
支部
講　師：①東北地方整備局　②各県担当
者　③地元建設会社の工事担当者　　
④ JCMA東北支部 情報化施工技術委

員会メンバー
①滝沢会場
月　日：6月 25 日（火）
場　所：滝沢市 岩手産業文化センター 
アピオ
受講者：49 名
②青森会場
月　日：6月 27 日（木）
場　所：青森市 青森県観光物産館 アス
パム
受講者：78 名
■ ICT活用工事監督・検査講習会
内　容：①座学 -1 ICT 施工の監督検査
②座学 -2 ICT 活用工事の要点　③実
習 測器実習TS，GNSS ローバー

主　催：東北地方整備局
講　師：①東北地方整備局，②・③
JCMA東北支部 情報化施工技術委員
会メンバー
①岩手会場
月　日：6月 26 日（水）
場　所：岩手河川国道事務所 滝沢防災
ステーション
受講者：27 名
②青森会場
月　日：6月 28 日（金）
場　所：青森河川国道事務所 青森東防
災ステーション
受講者：13 名

北陸支部

■けんせつフェア北陸 in富山 2019 第 1回
幹事会
月　日：6月 14 日（金）
場　所：北陸地方整備局 4F共用会議室
出席者：堤事務局長
議　題：①出展者募集結果について　　
②会場配置計画（案）について　③実
施計画（案）について　④修正予算（案）
について　⑤その他

■令和元年度 建設技術報告会第 1回実行
委員会
月　日：6月 14 日（金）
場　所：北陸地方整備局 4F共用会議室
出席者：堤事務局長
議　題：①「建設技術報告会」実行委員
会規約について　②建設技術報告会 
実施計画（案）について　③建設技術
報告会 予算（案）について　④その
他

■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：6月 16 日（日）
場　所：朱鷺メッセ（新潟コンベンショ
ンセンター）
受検者：1 級：246 名（記述式 A），214
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名（記述式B），213 名（択一式）
　　　　2級：490 名（択一式）
種目毎　 第 1 種： 70 名　第 4種：37 名
　　　　第 2種：437 名　第 5種： 2 名
　　　　第 3種： 13 名　第 6種： 1 名
  計 560 名

■第 1回普及部会
月　日：6月 28 日（金）
場　所：新潟県建設会館
出席者：柴澤一嘉普及部会長ほか 9名　
議　題：①平成 30 年度支部事業報告及
び令和元年度事業計画について　②除
雪機械管理施工技術講習会について…
H30 アンケート取りまとめ，講習会 3
県の区域別受講企業　③けんせつフェ
ア北陸 in 富山 2019 について　④北陸
管内 ICT 活用機械保有・使用実態に
ついて　⑤現場見学会の予定について
⑥親睦行事の実施予定について

中部支部

■広報部会
月　日：6月 11 日（火）
出席者：濱地仁ほか 3名
議　題：令和元年度の部会活動及び「中
部支部ニュース」第 38 号について

■ i-Construction中部ブロック推進本部第
4回会議
月　日：6月 12 日（水）
場　所：KKR名古屋
出席者：所輝雄支部長，永江豊事務局長
出席

内　容：i-Construction の取り組み状況・
活動方針等の報告

■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：6月 16 日（日）
場　所：愛知学院大学日進キャンパス
受験者：1級 306 名，2級 532 名

■愛知県ブロック前期災害対策用機械操作
訓練
月　日：6月 26 日（水）～ 27 日（木）
出席者：会員企業 17 社 31 人出席
内　容：無線操縦バックホウ，排水ポン
プ車，照明車等の災害対策機械の操作
訓練

■令和元年度公共工事（機械関係）の諸課
題に関する意見交換会
月　日：6月 27 日（木）
出席者：国土交通省中部地方整備局 岩
田美幸企画長ほか 8名，中部支部 所
輝雄支部長ほか 35 名

内　容：機械設備保守点検の契約につい
て他 5課題について意見交換を実施し
た

関西支部

■令和元年度 1･2級建設機械施工技術検
定試験（学科）試験監督者打合せ
月　日：6月 6日（木）
場　所：関西支部 会議室
議　題：①学科試験監督要領について　
②その他留意事項

■令和元年度 1･2級建設機械施工技術検
定試験（学科）
月　日：6月 16 日（日）
場　所：大阪工業大学 大宮キャンパス
受検者： 1 級 519 名   

2 級 837 名（1 種 54 名，2 種
717 名，3 種 1 名，4 種 40 名，
5種 7名，6種 18 名）

■建設用電気設備特別専門委員会（第 453

回）
月　日：6月 24 日（月）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①「JEM-TR121 建設工事用電
機設備機器点検保守のチェックリス
ト」見直し検討　②その他

中国支部

■令和元年度 1級・2級建設機械施工技術
検定（学科）試験
月　日：6月 16 日（日）
場　所：広島工業大学
受検者：1級 101 名，2級 311 名

四国支部

■令和元年度建設機械施工技術検定【学科】
試験
月　日：6月 16 日（日）
場　所：英明高等学校（高松市）
受検者：1 級 239 名，2 級 360 名， 計
599 名

■第 3回 四国 ICT施工活用促進部会
月　日：6月 17 日（月）
場　所：高松サンポート合同庁舎 低層
棟 2Fアイホール（高松市）
出席者：部会を構成する 20 の団体・組
織のうち 19 団体・組織から 44 名が出
席。JCMA四国支部からは山下事務
局長が出席
内　容：①四国地方整備局の取り組み　
②地方自治体の取り組み事例の紹介　
③ i-Con 大賞の紹介　④意見交換

九州支部

■令和元年度Ⅰ期 i-Construction（基礎編）
技術講習会（大分会場）
月　日：6月 7日（金）
場　所：ビーコンプラザ 1階 中会議室
受講者：81 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　②実施方針と実施要領　
③ 3次元計測　④建設機械　⑤従来施
工と ICT 施工の比較　⑥ ICT 活用工
事のデータ処理

■令和元年度Ⅰ期 i-Construction（基礎編）
技術講習会（鹿児島会場）
月　日：6月 10 日（月）
場　所：鹿児島県市町村自治会館 401
号室
受講者：91 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　②実施方針と実施要領　
③ 3次元計測　④建設機械　⑤従来施
工と ICT 施工の比較　⑥ ICT 活用工
事のデータ処理

■平成 30年度建設機械施工技術検定学科
試験
月　日：6月 16 日（日）
場　所：1級…九州大学伊都キャンパス
（福岡市），2級…豊国学園高等学校（北
九州市）
受験者：1級 558 名，2級 1,281 名
■令和元年度Ⅰ期 i-Construction（基礎編）
技術講習会（熊本会場）
月　日：6月 17 日（月）
場　所：火の国ハイツ 2 階瑞鳳
受講者：179 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　②実施方針と実施要領　
③ 3次元計測　④建設機械　⑤従来施
工と ICT 施工の比較　⑥ ICT 活用工
事のデータ処理

■令和元年度Ⅰ期 i-Construction（基礎編）
技術講習会（長崎会場）
月　日：6月 18 日（火）
場　所：長崎県建設総合会館 8 階大会
議室
受講者：55 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　②実施方針と実施要領　
③ 3次元計測　④建設機械　⑤従来施
工と ICT 施工の比較　⑥ ICT 活用工
事のデータ処理

■企画委員会
月　日：6月 20 日（木）
場　所：九州支部 会議室
出席者：松嶋支部長ほか 7名
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議　題：①「i-Construction」関連講演
会について　②建設機械施工技術検定
試験（学科試験）について　③協会本
部第 8回総会について　④支部団体会
員の入会について　⑤その他

■令和元年度Ⅰ期 i-Construction（基礎編）
技術講習会（佐賀会場）
月　日：6月 24 日（月）
場　所：佐賀県教育会館 2 階大会議室

受講者：87 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　②実施方針と実施要領　
③ 3次元計測　④建設機械　⑤従来施
工と ICT 施工の比較　⑥ ICT 活用工
事のデータ処理

■令和元年度Ⅰ期 i-Construction（基礎編）
技術講習会（福岡会場）
月　日：6月 25 日（火）

場　所：福岡県自治会館 大会議室
受講者：172 名
内　容：①国土交通省の i-Construction
への取組み　②実施方針と実施要領　
③ 3次元計測　④建設機械　⑤従来施
工と ICT 施工の比較　⑥ ICT 活用工
事のデータ処理
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暦ではすでに秋となり，処暑も過
ぎましたが，まだまだ暑い日が続き
ます。月並みですが，熱中症には気
を付けて過ごしていきたいものです
（既に涼しくなっていたら，ご容赦
ください。梅雨明け前に執筆してお
ります）。
今年のお盆，鉄道をはじめとする
公共交通機関を利用して，旅行や帰
省された方々が沢山いらっしゃった
のではないでしょうか。また，毎日
の通勤や出張など，鉄道を使用する
機会は多々あります。そこで今月号
は，鉄道を特集しました。
今月の鉄道特集では，国内の新幹
線や在来線の鉄道における施設の施
工，維持管理業務の最新情報や新技
術，国外の鉄道の計画や工事につい
て取り上げています。
巻頭言では JR 東日本㈱の執行役
員であります，構造技術センター所
長の野澤様に，鉄道ACT研究会会
長のお立場で「技術開発成果の共有」
について，ご執筆いただきました。

技術報文は新幹線工事，在来線工
事，新技術，維持管理，防災設備，
鉄道で使用される建設機械，海外工
事など，多岐にわたった分野を紹介
しています。
来年の 2020 年はオリンピック・
パラリンピックが開催され日本国内
は大いに盛り上がることと思います
が，オリンピック以降も新幹線や在
来線等，次々に整備され開業してい
きます。それに伴い，新技術や工法
が開発され報文として掲載されるこ
とを期待したいと思います。
また，鉄道事業についても今後は
海外への輸出が増加する時代を迎え
ていくことになります。そこで，海
外で活躍されている方々の経験談や
ノウハウ等，今後は情報展開をして
いければと思います。
本号の内容が読者や建設施工に携
わる皆様の一助になれば幸いです。
お忙しい中，執筆依頼を快く引き
受けていただいた執筆者の皆様，執
筆の取り次ぎをいただいた皆様に厚
く御礼申し上げます。
  （中村・竹田）

9 月号「建設施工の生産性向上，コスト縮減特集」予告
・建設現場の生産性を向上する革新的技術　・ICT導入協議会　・データサイエンス／AI 活用
により生産性向上　・GNSS を活用した土木工事の生産性向上　・センサ活用インフラ維持管理
の情報基盤が実現する生産性向上　・コンクリートプレキャストによる生産性向上　・ビーコン
を活用した安全リマインドツールで生産性向上　・紙素材を活用した生産性向上とコスト縮減 
・レーザースキャナによるトンネル出来形管理技術　・スマートフォンアプリを利用したコンク
リート品質管理システム　・360 度パノラマ画像を使用した効率的な屋内現況図作製手法　・自
動走行による床面コンクリートひび割れ検出ロボットの開発　・地盤改良リアルタイム施工管理
システムの機能拡張　・建築現場におけるリアルタイム位置情報システムの構築

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

【年間購読ご希望の方】
①お近くの書店でのお申込み・お取り寄せ可能です。　②協会本部へお申し込みの場合「図
書購入申込書」に以下事項をもれなく記入のうえFAXにて協会本部へお申込み下さい。
…官公庁／会社名，所属部課名，担当者氏名，住所，TELおよび FAX
年間購読料（12冊）　9,252円（税・送料込）

機関誌編集委員会

編集顧問
今岡　亮司  加納研之助
後藤　　勇  佐野　正道
新開　節治  関　　克己
髙田　邦彦  田中　康之
田中　康順  中岡　智信
渡邊　和夫

編集委員長
見波　　潔　村本建設㈱

編集委員
小櫃　基住　国土交通省
竹迫　勝久　農林水産省
中村　　弘　（独）鉄道・運輸機構
岡本　直樹　  （一社）日本機械土工協会
穴井　秀和　鹿島建設㈱
赤坂　　茂　大成建設㈱
宇野　昌利　清水建設㈱
玉記　　聡　㈱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㈱
松澤　　享　五洋建設㈱
飯田　　宏　東亜建設工業㈱
鈴木　貴博　日本国土開発㈱
斉藤　　徹　㈱NIPPO
中川　　明　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
村上　　進　古河ロックドリル㈱
山下純一郎　㈱前田製作所
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
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