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生産性向上

土木編

「見える化」
技術から始まる
生産性向上
建設業を取り巻く最も大きな課題の一つが生産性の向上だ。労働人口の減少、働き方改革、
長時間労働の是正、週休二日の実現といった諸課題の根幹にあるテーマといっても過言ではない。
国家的な施策が始まって３年。国は今年を「生産性革命深化の年」として位置付け、
取組みを加速させている。現場でも技術を模索する段階から実装、実効へとシフトしている。
港湾と山岳地帯、
そして都市に展開する土木の現場を訪ねた。
技術革新がけん引する生産性向上へ向けた挑戦をレポートする。

見えてきた
生産性革命の成果

一昨年の九月︑国は未来投資会

議において︑建設現場における生

産性を二〇二五年度までに二割向

建設業界 2018.5

上させる方針を打ち出し︑同年を

﹁建設現場の生産性革命元年﹂と

して︑現在までに様々な取組みを

継続している︒
﹁ 三年目の今年は

﹃深化の年﹄と位置付け︑取組みを
05
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H29までの取組み
「深化」の年に向けて

ICTの活用拡大 ※H28トップランナー施策
・H28より土工、H29より舗装工・浚渫工へ導入
・i-Bridge（橋梁）試行
・自治体をフィールドとしたモデル事業の実施

・維持管理分野へのICT等の導入
・建築（官庁営繕）へのICT等の導入

全体最適の導入（コンクリート工の規格の標準化等）

17

発注者向け

363

約250

3次元データの収集・利活用
23

合計

468

約400

729
舗装

1月末時点

—
浚渫

1月末時点

—

ICT活用工事受注者に対する活用効果調査
（N=181）
より

見学会の開催
（提供：国土交通省）
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

約300
（584）

・H28は468箇所にて講習会を開催、36,000人以上が参加
H29も同規模の講習会を実施
・各整備局等に地方公共団体に対する相談窓口を設置
・i-Construction大賞（大臣表彰制度）を創設
・i-Constructionロゴマークを作成

合計
123.3
7.8 3.5
91.8
11.5 8.7

281
1月末時点（年度）

普及・促進施策の充実
68.1

施工業者向け

・H29は2カ年国債1,500億円、ゼロ国債1,400億円を設定
・H30は2カ年国債1,740億円、ゼロ国債1,345億円を設定
土工

・H29.1 i-Construction推進コンソーシアム設立、ニーズ・
シーズのマッチングを実施

■起工測量 ■測量計算 ■施工 ■出来形計測 ■完成検査

・ 事例集の作成
・ 見学会等の開催
・ i-Construction大賞
（大臣表彰制度）
の創設
・ i-Constructionロゴマークの
作成
6.4 7.8

回数※

時点

合計
28.3%縮減
88.5
4.5 1.7
ICT

Ｈ29年度
回数※
ICT実施

公共工事における新技術導入促進に
ついて、平成30年度予算へ計上

従来施工

産学官民の連携強化
ベストプラクティスの共有等
ICT施工の効果

コンソーシアムの
WG活動を通じた
現場ニーズと技術シーズ
のマッチングなど、
建設現場への
新技術の実装を推進

・橋梁の他にトンネル等での３次元データによる設計の実施
（試行）
・3次元データ利活用方針の策定（H29.11.15）
※施工業者向けと発注者向けの重複箇所あり
※都道府県等では、H28年度は約80件実施、H29年度は約870件実施予定

施工時期の平準化
Ｈ28年度
Ｈ29年度
ICT実施

工種
Ｈ28年度
工種

業務の効率化
・工事書類の簡素化

・｢機械式鉄筋定着工法｣ 等の要素技術のガイドラインを策定

i-Constructionに関する研修
ICT施工の実施状況

３次元設計の拡大
・大規模構造物設計への適用拡大

加速させています ﹂
︒そう話すの
は国土交通省大臣官房技術調査課
の横地和彦建設生産性向上推進官
だ︒
国土交通省は二○一六年度から︑
三次元データやドローン測量など︑

割近く縮減したという数字もあり

量から完成検査に要する時間も三

種にまで拡大している︒
﹁ 起工測

なかった舗装や浚渫など︑他の工

は七二九件に増加し︑それまでに

に満たなかった土工が︑翌年度に

見ると︑二○一六年度に六〇〇件

てきた︒ＩＣＴ土工の実施状況を

策﹂を展開し︑着実に成果を上げ

ｒｕｃｔｉｏｎの ト ッ プ ラ ン ナ ー 施

準 化 を 軸 と す る﹁ ｉ Ｃｏｎｓｔ

ヵ年国債を設定した施工時期の平

ンクリート工の規格の標準化や二

新技術等の活動や公共工事への適

て︑まだ実用段階に達していない

き行うとともに︑公共工事におい

行う︒工事書類の簡素化も引き続

施し二次元と三次元の比較検証も

／ＣＩＭのモデルで詳細設計を実

めとする大規模構造物でもＢＩＭ

定︒橋梁やトンネル︑ダムをはじ

中にＢＩＭガイドラインも改定予

試行的に導入を促すため︑今年度

築︵官庁営繕︶では施工ＢＩＭを

品できるように基準を定める︒建

る点検結果等を三次元データで納

今年度からは︑維持管理におけ

速し︑測量から設計︑施工︑維持

Ｔの導入︑三次元設計の拡大︑工

は︑維持管理や建築分野へのＩＣ

﹁深化﹂のキーワードになるの

るだろう︒ゼネコンをはじめ︑中

していきます﹂と横地推進官は説

法︑新材料の導入︑利活用を推進

元データでつなぎ︑新技術︑新工

管理にいたる建設プロセスを三次

明する︒

なった取組みが必要になる︒ＩＣ

ょう︒そうした好循環を促しなが

ばコストも小さくなっていくでし

を打ち出している︒
﹁ 実装が進め

の提供など︑中小企業への支援策

経験企業等に向けた三次元データ

実態を踏まえた積算の改善や︑未

めに国としても︑小規模土工事の

展すると考えています ﹂
︒そのた

きる環境を整備すれば︑大きく進

い︒中小企業でもＩＣＴを活用で

してくれた︒
﹁ 建設業は裾野が広

が難しい︒横地推進官は︑こう話

定的な枠組みのなかだけでは推進

そ効果をあげる︒個社の施策︑限

断的︑かつ総体的に取り組んでこ

生産性の向上は︑建設業界が横

展開できる可能性を秘めている︒

デルとしながら︑独自の方法論で

向上は︑そうした事例をロールモ

きた経緯がある︒建設業の生産性

ラインなどで先行して展開されて

生産性の向上は︑製造業の工場

られます﹂と横地推進官は話す︒

ズが生まれるといったことも考え

性に気付き︑そこから新たなニー

ズ側は自らが保有する技術の可能

が互いの情報を知ることで︑シー

業を積極的に進めています︒両者

とニーズのマッチングを試みる事

発者と発注者等との間で︑シーズ

きる機会も増えてきた︒
﹁ 技術開

布などを通して︑好事例を共有で

研修会の開催︑事例集の制作・配

入が難しい面がありました︒しか

ら︑生産性向上に取り組むための

建設業界を取り巻く建機メーカ

し︑いまや技術革新でその課題を

﹁ 建 設 業で は 現 場 ご と に特 性 が あ

ーや技術開発ベンチャーとの連携

乗り越えられるところまで歩を進

ハードルを下げていくことが重要

も欠かせない︒従来の工法と新し

めていると思います ﹂
︒横地推進

りますから︑画一的な手法では導

い情報技術を組み合わせることで

官は最後にこう話してくれた︒

です﹂
︒

Ｔ土工を実践する現場の見学会や

小企業から関連会社までが一体と

技術革新で
課題を乗り越える

更に加速、高次元へ

たいですね﹂と横地推進官は語る︒ ﹁今後はこうした取組みを更に加

ます︒こうした取組みを拡大し︑

事書類の更なる簡素化などだ︒

横地和彦

用性等を検証する予算を計上した︒

Kazuhiko Yokochi

生産性向上の深化を目指していき

ＩＣＴの全面的な活用を始め︑コ

国土交通省 技術調査課
建設生産性向上推進官

新たな解決策を見出すこともでき

06
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「見える化」技術から始まる生産性向上
土木編

生産性向上
特集

国土交通省
「i-Construction資料」
（2018年3月26日時点）
を基に作成。

信号機側からの視認性
道路進行方向からの視認性

（提供：矢作建設工業㈱）
（提供：矢作建設工業㈱）
（提供：矢作建設工業㈱）

土木の空間認識力を
一気に向上させた
CIMデータ
CIMデータの中を歩き回る、
走り抜ける

名二環かの里1 交差点南下部工事
名二環かの里2 高架橋中下部工事
矢作建設工業株式会社

都市土木

現場レポート 1

車道を走る車の中からの風
景を疑似体験できる。どの
タイミングで信号機が認識
できるかシミュレーション
も容易だ。

構造物が輻輳する
都市土木の現場
名古屋市では現在︑市の中心部
から約一〇㌔㍍の外周を円環する
名古屋環状二号線の整備が進めら
絶対に触ってはいけない︒シビア

齋藤稔人

能を飛躍的に向上させる切り札と

動車専用道路は︑名古屋の物流機

災害時の緊急輸送路となるこの自

可欠だ︒そのハードルを越える手

な空間把握と綿密な施工計画が不

が近接する現場での工事は︑正確

齋藤稔人所長は説明する︒構造物

段として導入されたのが先進的な
ＣＩＭ技術だ︒

は防水加工が施されているので︑

ド側に接近しています︒共同溝に

橋の基礎を逃げるように施工ヤー

溝が埋設されていて︑それが歩道

場だ︒
﹁更に︑車道の地下には共同

の宿命をわかりやすく背負った現

構造物との近接といった都市土木

る歩道橋が隣接する︒狭隘︑既存

しいほど狭い︒更に通学路にもな

一三㍍と大型クレーンの旋回が難

リ ア が 施 工 ヤ ー ド︒ そ の 幅 は 約

ータを３Ｄプリンターで出力し︑

を探っていきました︒実際︑図面

ボーリングで丁寧に共同溝の位置

スチック製のピットを装着した水

する懸念があります︒先端にプラ

触れるだけで億単位の損害が発生

﹁ 通常 のボーリングでは共同溝に

地盤を水ボーリングで測り直した︒

に当時の図面と見比べながら︑現

年前に構築されたものだ︒手始め

に視覚化するか︒共同溝は約二五

目視できない地下の状況をいか

現場の全体像を
全方位から体感

とは八㌢㍍もずれている箇所もあ

下から地上まで︑現場の全体像が

像と細部を認識できるようになる︒

橋脚の施工エリアは締切矢板で

地下のみならず地上の現道︑歩

その効果を齋藤所長はこう語る︒

文字通り手に取るように把握でき

道橋︑周辺の店舗や住宅といった

﹁ 共 同 溝と 矢 板 の 間 隔 が 三 〇 ㌢ ㍍

包囲されることになる︒共同溝と

既設構造物も三次元でデータ化す

に満たないことが見た目で理解で

る︒この模型や︑モニターに投影

る︒最も効率的かつ合理的な九カ

きると施工に対する意識が格段に

矢板の離隔はわずか二七㌢㍍︒矢

所の測点で︑３Ｄレーザースキャ

違ってきます︒ＣＩＭモデルや模

されるＣＩＭモデルによって︑職

ナーを使い空間を測定した︒
﹁目

型を囲んで協議するときも︑それ

板の打設を想定し︑測量作業はお

で見える物すべてをＸＹＺの座標

ぞれの構造物を削除して裏側を確

員や技能者は視覚的に現場の全体

点で拾っていく︒この点群データ

認することができますから︑施工
現場では︑橋脚を支える特殊な

から立体の位置関係をミリ単位で
齋藤所長の手元には測量データを

支保工が国道をまたぐように構築

フローもイメージしやすい﹂
︒
合成したＣＧがあった︒その現場

されているが︑これが交差点の信

転するドライバーの目線で検証す

の鳥瞰図は︑もはやＣＧの域を超

こうして得られた地下共同溝の

ることができるので︑視認性を正

号機の視認性を妨げないか︑事前

ボーリングデータと︑地上構造物

確に検証でき︑警察署との協議も

え︑ドローンで撮影した﹁写真﹂

の３Ｄ点群データを︑実際に建設

スムーズに終えることができたと

に確認することもできた︒車を運

する橋脚︑仮設構造物のデータと

重機を選定する際にも仮囲いや

いう︒

とほぼ同等の緻密さだ︒

把握することができます﹂と話す

のずと慎重なものとなった︒

手のひらサイズの模型も製作︒地

Toshihito Saito

りました﹂と齋藤所長は話す︒

線の国道に挟まれた中央分離帯エ

ひっきりなしに往来する片側二車

脚の建設が着々と進行中だ︒車が

でも︑国道三〇二号線に沿って橋

名古屋市中川区かの里の交差点

して大きな期待を集めている︒

への陸上輸送時間の短縮を実現し︑ な現場です﹂と矢作建設工業㈱の

れている︒渋滞の緩和︑名古屋港

矢作建設工業株式会社
所長

合成して現場全体のＣＩＭモデル
が作成された︒更にこのＣＩＭデ

08
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輻輳する既存構造物を視覚化する

車道下に埋設された共同溝と橋脚、基礎部などのデータをCIMに
取り込み、視覚化を図る。それぞれの干渉状況が一目瞭然だ。

CIMデータに時間軸を加えて４D化した。施工の進捗管理
を視覚情報として現場内で共有できる。
（提供：矢作建設工業㈱）
配筋の3D化

認︑打ち合わせにも大きな効果を

も確認できた︒発注者との進捗確

でも十分に施工が可能であること

上でチェックし︑小型のクレーン

歩道橋︑鋼矢板との近接をデータ

し︑ホースを挿入するポイントを

そこで事前に配筋計画をデータ化

とコンクリート打設は難しくなる︒

一方︑鉄筋同士の間隔が狭くなる

の過密配筋が主流になっている︒

上げていることは言うまでもない︒ 明確にした︒コンクリートを確実
に充填することができ︑品質を確
保しつつ手戻りもほとんどなくな

も活用している︒
﹁ 時間軸に沿っ

軸を追加して４ＤのＣＩＭモデル

ルに﹁時間﹂というもうひとつの

この現場では３ＤのＣＩＭモデ

ら齋藤所長はこう話す︒
﹁ ３Ｄで

トはすぐにわかると前置きしなが

コンクリート打設が難しいポイン

の図面を見れば︑鉄筋の干渉や︑

道のプロフェッショナルだ︒２Ｄ

ったという︒鉄筋の技能者もその

て施工のプロセスを可視化できま
現場の状況を事前に確認できれば︑

４Ｄで竣工までの
工程を先取り

す︒早送りや逆再生も可能で︑時
間を追うようにシミュレートする︑ 更に詳細な対策を立てることがで

導入している現場はそう多くはな

きます︒前もってイメージがある

３ＤのＣＩＭモデルは︑現場を

い︒元請としてＣＩＭや３Ｄ化の

つまり工程を動画として見ること

俯瞰するような広角の視界だけで

技術レベルを高め︑普及を促すこ

から中断することなく段取り良く

はなく︑手元の視覚情報も再現で

とが課題になると齋藤所長は考え

ができる︒
技能者の配置計画や︑
新

きることが強みだ︒近年の構造物
ている︒

施工できる︒効率化は日当たり単

は耐震性を担保するために︑鉄筋

更に段取りをし直すと二︑三日は

規入場者に対する教育にも威力を

レーション通りに進捗していると

現場が止まってしまった︒ＣＩＭ

価にも反映されますから︑鉄筋技

しい取組みが自己満足と受け取ら

いう︒ＣＩＭの積極的な導入が︑

によってこうした時間と経費の無

発揮しています ﹂
︒作業工程ごと

れることも正直あります︒捉え方

生産性の向上︑ひいては働き方改

駄がなくなりました﹂
︒

能者のＣＩＭに対する評価︑期待

に 温 度 差 が あ る こ とも 事 実 です

革に大きく寄与していることは間

ＣＩＭは今後の土木現場でスタ

の危険箇所の共有もでき︑危険予

矢作建設工業 ㈱ では︑３Ｄモデ
ね﹂と︑齋藤所長は胸中を明かす︒

違いない︒見えないところが見え

ンダードな手法となり得るのだろ

感は非常に大きなものがありま

ルや４Ｄによるシミュレーション
しかし︑職員や技能者からの評価

るようになる︒現場を視覚的に理

うか︒
﹁間違いなくなります︒二五

知活動にも有効だと齋藤所長は話

などの活用はこの現場が初めてで
は絶大なものがある︒事実︑国か

解できるようになる点が最大の効

年ほど前に導入されたＣＡＤは︑

す﹂
︒それでもまだまだＣＩＭを

はない︒しかし︑これほど全面的
ら完全週休二日の試行モデルに指

果だと齋藤所長はこう語る︒
﹁か

す︒

にＣＩＭを導入したことはこれま
定されているこの現場では︑休日

失敗すらプラスの材料に

でなかった︒
﹁発注者からも﹃フル

3Dレーザースキ
ャナーで現場周辺
の状況を点の集合
体として捉える。
この点群をCIMデ
ータの基本ソース
として活用した。
（上以外／提供：
矢作建設工業㈱）

てくれた︒

す﹂
︒齋藤所長は最後にそう話し

プラスを引き出す一つの材料で

しれません︒しかし︑その失敗も

らない︒失敗することはあるかも

の結果がでます︒マイナスにはな

アイデアを出し合えば必ずプラス

きることはなんでもやってみる︒

まらない︒
﹁ 手探りだとしてもで

でも︑挑戦しないことには何も始

の開発費用も大きな課題だ︒それ

習熟に要する時間の確保︑ソフト

ている段階だとも話す︒ツールの

りの状態でＣＩＭの可能性を探っ

言葉に力をこめる︒まだまだ手探

確信しています﹂と︑齋藤所長は

が常識となる日はそう遠くないと

歩は加速していますから︑ＣＩＭ

面を引き直し︑改めて協議をする︒ ないほどになっている︒技術の進

現在ではこれがないと仕事になら

の取得率が一〇〇％を超えている︒ つては何か問題が発生すると︑図

過密背筋に配慮した打設計画

ＣＩＭの現場﹄と言われるまでに

過密な配筋の状況をデータ化し、
コンクリートの打設計画に反映させる。
（提供：矢作建設工業㈱）

更に︑工程は４Ｄモデルのシミュ

鉄筋の3D化

なりました︒一方︑こうした目新

CIMデータで
時間を操る
空間を
「点」でとらえる
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海底の風景を視覚化する
一昨年の八月︑東北地方の太平

クを追加しながら防波堤に巻き立
て︑より強靭な防波堤として復旧
を図る︒

固めブロック︑消波ブロックが海

が壊れて流出︑被覆ブロックや根

ジを受けました︒ケーソンの一部

の影響もあって沖防波堤がダメー

れている︒
﹁ その後の爆弾低気圧

し︑その復旧工事が現在も続けら

つ小川原港では外港防波堤が損傷

置する青森県上北郡六ヶ所村のむ

一○号だ︒下北半島の付け根に位

て甚大な被害をもたらした台風

上陸した︒東北から北海道にかけ

ルチビームは一括して多数点を計

する従来の方法に比べ︑ナローマ

ビームで直下の水深を線的に計測

せながら水深値を測る︒シングル

方向︑扇状に照射し︑船を航行さ

指向性に優れた音響ビームを左右

う手法だ︒測量船から海底に向け

のがナローマルチビーム測量とい

課題となった︒そこで導入された

確かつ迅速に把握するかが大きな

えない被災現場の状況をいかに正

被害範囲も広域にわたる︒目に見

当然のことながら現場は海中だ︒

底のあちらこちらに散らばってい
測できるため面的に海底の地形︑

洋側に観測史上初めて大型台風が

る状態でした﹂と説明してくれた

新規に製作した函体を据付けた︒

崩壊した二函のケーソンは撤去し
です︒海の底で自動車やコンテナ

災状況の確認に用いられたツール

﹁東日本大震災の際に︑海底の被

のは五洋建設㈱の片蓋憲治所長だ︒ 深 浅 を 把 握 す る こ と が 可 能 だ︒

ブロックは再生可能なものは一つ
などが散乱している状況を迅速に

た断面図︑水深図︑鳥瞰図などの

される︒解析によって色分けされ

底の様子が短時間で３Ｄデータ化

の目視によって確認されていた海

半分以下にまで削減できたと話す︒

常の現場と比較してその作業量は

的な判断と前置きしながらも︑通

くなり︑手戻りも激減した︒感覚

水士が再び確認しに行くこともな

げるのか︑すぐに判断できます︒段

いはバケットで掴むように引き上

玉掛けして吊り上げるのか︑ある

か︒
また︑
その形状や状況によって︑

波を立体的に照射し︑海底の地形

船に艤装した４Ｄソナーから超音

ている︒起重機船やバックホウ台

ソナーを搭載した作業船も活躍し

むつ小川原港の現場では︑４Ｄ

それまで限られた時間で潜水士

蓋所長は話す︒

技術も進歩してきています﹂と片

専門の技術者や測量会社が育ち︑

に役立ちました︒あれから七年︒

確認でき︑施工計画の立案に大い

ひとつ設置し直し︑新たなブロッ

グラフィックス画像は素人目にも
わかりやすい︒海底を風景のよう
に捉えることができる︒
﹁どこに︑

取り︑施工準備が容易になり︑生

や構造物を表示︑記録することが

その場で判断、
施工できる強み

産性は格段に向上しました﹂と片

できる︒施工ポイントに配置され

どんなブロックが飛散しているの

蓋所長はナローマルチビームの効

た潜水士が海上の重機オペレータ

Masaharu Masutani

更に衛星測位システムを活用し

のままに再現されていた︒

た海底の瓦礫が︑グラブの形状そ

認画面にはグラブで吊り上げられ

が教えてくれた︒４Ｄソナーの確

す﹂と︑同社の増谷正治担当部長

場 ﹄で海底を見ることができま

マ ル チ ビ ー ム 測 量 と 違 い﹃ そ の

ることもできます︒また︑ナロー

と同様︑時系列でデータを保存す

になりました︒陸上の４ＤＣＩＭ

えたことから４Ｄと呼ばれるよう

に時刻の﹃タイム﹄という軸を加

に向上する︒
﹁ ＸＹＺという座標

回避すると同時に︑施工性も格段

つなぐことができる︒接触事故を

把握と重機の操作をダイレクトに

ータとして視認できるため︑状況

らリアルタイムに海底の状況をデ

懸念がある︒４Ｄソナーは船上か

吊り荷や重機と潜水士が接触する

ーを誘導しながら施工する場合︑

増谷正治

右上／ナローマルチビーム測量（平面図）
右下・左／ナローマルチビーム測量（3Dモデル図）
（提供：五洋建設㈱）

果を説明する︒不明瞭な箇所を潜

五洋建設株式会社
東北支店
土木部担当部長

Kenji Katafuta

片蓋憲治

むつ小川原港外港地区防波堤築造工事
五洋建設株式会社

音波を使って海底を視る 知る

海底の施工状況を
その場で視覚化する

五洋建設株式会社
東北支店
土木部工事所長
グラブ浚渫船、重量バケットによるケーソンの取り壊
しと撤去作業。海底の状態をソナーのデータで把握し
ながらスムーズに施工。
（提供：五洋建設㈱）

４Dソナーで側面からの施工状況を確認する。土砂をつかんだバケッ
トの形状まで視認できる。
（提供：五洋建設㈱）
上／般装状況
下／ブロック計測状況
（提供：五洋建設㈱）

現場レポート 2
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か︒陸の工事でも想定外のスピー

機器の数も潤沢とは言えない︒

たブロックの配置計画も行ってい

きるようにしました︒オペレータ
高額な費用もかかると︑片蓋所長

ドでＩＣＴ土工が進歩しました︒

ーは誘導モニターを確認しながら
はこう言葉をつなぐ︒
﹁ 技術者や

る︒
﹁ 合理的なブロックの配置を

施工します︒クレーンゲームの感
機械の予約は一カ月前に入れるこ

海の現場だから難しいということ

覚に近いですね︒範囲は限られま
とになります︒海の工事は海象︑

検討し︑据え付けるブロックを色

すが︑こちらもリアルタイムで作
波と風に左右されますから︑これ

は決してありません﹂
︒

業ができる点が最大 の武器 です ﹂
がキャンセルということになると

分けして︑手順を見た目で判断で

と片蓋所長は話す︒
正直かなり痛い︒導入が進めばコ
発注者にこの技術の価値をアピー

スト的な面も解消されるでしょう︒

ナローマルチビーム測量︑４Ｄ
ルしながら理解を促していきたい

技術者の育成が普及の鍵

ソナーシステムは海洋土木におい

には専門性の高い調整作業が必要

モニターで海の底を見える化する

うところまでに達していません︒

ビをつけたらすぐに絵が映るとい

長はこう話す︒
﹁ 残念ながらテレ

者がまだまだ少ない︒増谷担当部

きたが︑これを可視化できる技術

測量︑探査する技術は確立されて

として人材の確保がある︒海底を

しかし︑更なる普及に向けた課題

を追い風に︑その速度は想像以上

が前に進む︒現場からのアピール

二つの軸を両輪として生産性向上

技術を磨き︑人を育てる︒この

合う様子も日常の風景になった︒

モニターを囲みながら意見を出し

作成する時間も削減され︑若手が

図面や写真を整理して協議資料を

れていると二人は口をそろえる︒

実際の効果は︑目に見える形で現

こうした課題はあるにしても︑

て一般的な施工法になりつつある︒ ですね﹂
︒

になります︒しかし︑相対的にみ

完成イメージ図

に早いものになるだろう︒

深山を貫く道路を
整備する

てこの工法が普及することは明ら

人工衛星の測位情報を最大限に活かす

連なる山頂付近に8基の風車を新設。
これをつなぐ管理道路の整備が進む。

撮写真を三次元計測データ化する︒
広範囲にわたる土量の出来形を視

新設する︒現場では延長四︑
九一一

立山の尾根沿いに︑八基の風車を

標高七五〇から一︑一五〇㍍の杖

町で風力発電施設の工事が進む︒

四国の中央︑高知県北部の大豊

日数を大幅に削減することができ

でした︒土量算出に関わる手間と

か少し心配だったのですが︑杞憂

です︒ＵＡＶをうまく制御できる

当然のことながら風が強いエリア

になった︒
﹁ 風車を建てる場所は

覚的に管理することができるよう

㍍におよぶ管理用道路の整備が佳

ました﹂と宮﨑所長は話す︒
よる施工︒山を切って道路を造る
工事です︒複雑な山岳地帯での施

職員が三名のみ︑測量に膨大な時

宮﨑優所長︒二年前の着工時には

説明してくれるのは ㈱ 竹中土木の

効率化と︑正確な掘削でした﹂と

リケートな施工をスピーディにこ

通りに的確に切っていく︒このデ

だ︒急峻な山を正確に測り︑図面

利用した測量業務の支援システム

最も効果をあげたのがＧＰＳを

工に欠かせなかったのが︑測量の

間を要することは明らかだったと

なすため衛星測位の技術はこの現
その一つが測量用ＧＮＳＳ移動

振り返る︒そこへ本社の技術開発
った︒ＵＡＶ空撮による切盛土量

施工後の設計値との比較検討が容

とができる︒設計ラインの確定や︑

ている位置の座標を瞬時に知るこ

らの電波を受信し︑まさに今立っ

二万㌔㍍上空に浮かぶ人工衛星か

ータを事前に読み込ませた端末で

局ロードランナーだ︒設計地形デ

場で必須になっている︒

人工衛星が教えてくれる
施工情報

境を迎えていた︒
﹁ すべて切土に

四国の山中に
約五㌔㍍の道を敷設

上／クレーンオペ室での誘導モニタ確認 下／モニタで
状況を確認しながら波消ブロックを置き換えていく。
（提供：五洋建設㈱）
上／ GNSSによるブロック誘導位置モニタ画面
下／ GNSSによるブロック誘導位置イメージ図
（提供：五洋建設㈱）

部からＩＣＴ土工の導入提案があ

Yutaka Miyazaki

宮㟢 優

ユーラス大豊ウインドファーム建設工事
株式会社竹中土木

クレーンゲーム
感覚の先端施工
管理システムは︑施工エリアの空

株式会社竹中土木
大阪本店 所長

現場レポート 3
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を見ながら地盤を切っていく︒バ
ケットの角度まで正確に把握する
ことができるという︒
﹁ あと何セ
ンチ切り崩せばいいのか︑設計図
通りに正確に施工できます︒本来︑
熟練者でないとできない作業を︑
経験の浅い者でも簡単にこなすこ
とができます︒これがないと現場
が動かないほど重要な戦力になっ
ています﹂
︒宮﨑所長は︑施工面の
勾配確認のために何度も乗り降り
する必要がなくなり︑施工性は飛
躍的に向上したとその効果を強調

覆われ︑起伏も複雑なこの現場で

力と経費がかかります︒立ち木に

する面積を測るだけでも大変な労

一人で完結できることだ︒
﹁ 伐採

掛かりで行っていた測量︑丁張を

従来トランシットを担いで︑二人

易になった︒何よりも便利なのは

ポジションを感知︑衛星による測

設置されたセンサーがバケットの

の整形を行っていた︒アーム部に

テナを背負ったバックホウが法面

ムだ︒現場では二本の簡易なアン

３Ｄバックホウガイダンスシステ

掘削の施工にも活かされている︒

ＧＮＳＳは測量だけではなく︑

スを受けた時に︑本当にうまくい

から︑ＩＣＴ土工導入のアドバイ

す︒
﹁ 着工後に本社の技術開発部

の一方で当時の胸の内をこう明か

を実感している宮﨑所長だが︑そ

ｉ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの成果

する︒

は︑従来の方法だと一カ所あたり
くのか︑正直少しだけ疑問もあっ

気持ちが新技術の導入をためらわ

機械だけには任せきれないという

うしても自分の目で確かめたい︒

難しい﹂ということだと話す︒
﹁ど

絵に描いた通りに施工することが

うのは﹁建築や都市土木のように

所長が山岳土木の現場でいつも思

間など︑課題は少なくない︒宮﨑

技術的な精度︑熟練するまでの時

ストが大きな課題になる︒更に︑

入は避けては通れなくなっている︒ させる必要があると︑宮﨑所長は

めに︑ｉ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの導

生産性を高め現場を変えていくた

建設業界の通底音となった現在︑

した﹂
︒労働力不足︑働き方改革が

四週六閉所を目指すようになりま

ある︒基本は四週五閉所ですが︑

休日が増え︑働き方も変わりつつ

宮﨑所長は話す︒

いが︑絶大な効果があります﹂と

ができます︒初期費用は安くはな

も五分ほどで丁張を設置すること

ロードランナーでは一人で︑しか

施工はオーダーメイドだ︒既存の

の測位衛星︵ＢｅｉＤｏｕ︶も捕捉

ＧＬＯＮＡＳＳ︶に加えて︑中国

案し︑通常の測位衛星︵ＧＰＳ︑

を増やすためのシステム変更を考

四国山中の現場における順調なＩ

り︑オペレーターはこのモニター

プットされた端末が搭載されてお

じように設計地形のデータをイン

操縦席には︑ロードランナーと同

大雪が降る︒昨冬はことのほか寒

南国土佐とはいえ山岳地域では

︒
可能なシステムを加えて対応した︒ 乗り遅れる訳にはいきません﹂

は間違いなく効果を上げています︒ ＣＴ施工を目指して︑受信衛星数

せんね︒しかし︑大規模な現場で

技術やシステムを現場にフィット

く︑
積雪は腰の高さまで達した︒雪

するべきです︒技術も日進月歩︒

見抜き︑技術に反映させる努力を

コン各社は現場のニーズを的確に

イズして稼働させています︒ゼネ

開発企業と検討を重ね︑カスタマ

の技術開発部や︑タイアップする

ほど大きくない現場では︑導入コ

効果というハードルだ︒規模がさ

から ﹂
︒そこにあったのは費用対

した時に様々な問題がありました

削するポイントを正確に割り出す︒ たんです︒以前︑他の現場で経験

ｕｃｔｉｏｎを見据えている︒

は︑すでに一歩先のｉ Ｃｏｎｓｔｒ

しれない ﹂
︒デジタルネイティブ

人手不足を劇的に解消できるかも

活用できるようになるでしょうね︒

の精度を必要とする建築現場でも

話してくれた︒
﹁ 将来はミリ単位

ていた若手職員の日高さんもこう

現場でロードランナーを操作し

と︑宮﨑所長は期待感を隠さない︒

ができる日も近いかもしれません﹂

全面を考慮したそんな無人化施工

ろを機械が自分で登っていく︒安

な危険が伴います︒そうしたとこ

そこで重機を移動させるには大き

が石のように凍ってツルツルになる︒

さなツララができたという︒
﹁斜面

かきの汗がヘルメットを伝って小

ＩＣＴ土工が現場を動かす

二人で三〇分程度かかるところを︑ 位情報と照らし合わせながら︑掘

「施工が進むにつれ風の通り道が変わり、倒木や地滑りで状況
も変化します。再測量にはロードランナーが欠かせません」と
日高さんは話す。
山の天候は変わりやす
い。あっという間に霧に
包まれたが、衛星からの
施工情報は途絶えること
はない。測量も、掘削も
手元のモニタで数値化、
視覚化され、作業は順調
に進捗する。

この工事に導入するにあたって︑ こう続ける︒
﹁ この現場でも本社

右／施工エリアを空撮できるUAV
上／空撮写真を３Dデータ化し切盛土量を視覚化した。
（提供：㈱竹中土木）

せるということはあるかもしれま

空からの
情報をもとに
前へ進む現場
山奥で展開する
情報化施工の現場
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「見える化」技術から始まる生産性向上
土木編

生産性向上
特集

