水準測量支援アプリ「ボイスル」開発
音声入力機能備える

大林組は、内閣府宇
宙開発戦略推進事務
局、宇宙航空研究開発
機構（ＪＡＸＡ）、ＡＮ
Ａホールディングス、
三井物産、スカパーＪ
ＳＡＴと、新たな宇宙
ビジネスアイデアコン
テスト「Ｓ‐Ｂｏｏｓ

新たな宇宙ビジネスでイベント

ｔｅｒ２０１７」の活 ア」を７月 日まで募 実現すべき技術等でも
動を開始している。今 集している。宇宙のア 応 募 す る こ と が で き
回、その活動の一環と セット（各種人工衛星、 る。
なるイベント「ＳＨＩ 有人宇宙活動、宇宙輸
大林組は、 年に宇
ＢＵＹＡ ＳＰＡＣ Ｅ 送などの宇宙技術やそ 宙エレベーター建設構
ＮＩＧＨＴ～ビジネス こで取得した衛星デー 想を発表している。コ
ンテストの
チャンスは
審査員の一
宇宙にある
員として、
～」を、４日
アイデアコンテストの一環
コンテスト
に東京・渋
潮流、可能性など語り合う
のサイトで
谷区の東京
カルチャーカルチャー タ、運用ノウハウなど） は、「建設業の可能性を
を利用したビジネスア 広げる、オープンイノ
で開催した。
「Ｓ‐Ｂｏｏｓｔｅ イデアであれば、どの ベーションによる宇宙
ｒ２０１７」では、
「『宇 ような提案でも応募で 関連技術と建設技術の
宙のアセット』を利用 き、既に実証されてい 融合、発展を目指し、宇
し た ビ ジ ネ ス ア イ デ るものに限らず、将来 宙エレベーターの実現

施工現場をＩｏＴ化

作業支援アプリ開発 来春提供へ

公園の公民連携事業展開学ぶ

から、建設技術の飛躍
的な革新につなげるア
イデアを期待していま
す」と記している。
今回のイベントで
は、宇宙飛行士の山崎
直子氏の講演＝写真＝
や、「ビジネスチャンス
としての宇宙」をテー
マにしたトークセッシ
オリエンタルコンサルタンツ
ョンなどが行われ、宇
自治体職員など対象にセミナー
宙ビジネスを取り巻く
潮流、ビジネスチャン
オリエンタルコンサル
スとしての可能性につ
タンツは６月 日、公園
いて、登壇者と参加者
ＰＰＰ／ＰＦＩ公民連携
が一緒に語り合った。
セミナー「公園管理運営
の最前線‐これからの公
園に必要な公民連携の事
ることで、それぞれの位 業展開を学ぶ‐」を、千
置が地図上に表示さ れ
る。これまで、現場管理
者は電話や現地での状況
確認後に段取りを検討し
てきたが、同アプリを使
うことで機械や人の配置
のリアルタイムな把握が
可能となり、段取り検討
の効率化を実現する。
また、クラウドに収集
された位置情報を活 用
し、建設機械、ダンプト
ラックと現場作業員の接
近を検出。モバイル端末
を通じ建機のオペレータ
や現場作業員に通知する
ことで、作業中の安全意
識の向上にもつなげるこ
とができる。

緊張感ある風土の構築を
宮下社長らが特別安全パト

竹中工務店の宮下正裕 トロール時の安全訓話で
社長と岡田正徳副社長は 「日々の作業の中で、個人
３日、同社が施工を進める のミスや不安全行動をヒ
「江東区立（仮称）第二有明 ューマンエラーとして片
小・中学校新築工事」の現
場を訪れ、特別安全パトロ
ールを実施した。巡回時に
は、現場の安全管理状況な
どを入念にチェックした。
宮下社長＝写真＝は、パ

葉商工会議所（千葉市）
で開催した。
同セミナーは、国土交
通省が公募した「ＰＰＰ
協定（Ⅱ）パートナー」
としてのセミナーで、国
の公民連携事業をより一
層推進するため、自治体 「これからのＰＰＰ／Ｐ
共交通機関が利用できな
自転車通勤制度を導入
い▽公共交通機関のダイ
職員等を対象に公園にお ＦＩに求められるもの」、
環境負荷低減、
ヤが極端に少ない▽公共
ける官民連携事業推進の 町田誠国土交通省都市局
健康増進も
交通機関では著しく遠回
意識醸成および事業展開 公園緑地・景観課長によ
西松建設は７月１日か りになる、といった事由に
に向けて実施したもの。 る「都市公園における官
セミナーでは、平松幹 民連携のあり方」をテー ら、自転車通勤制度を導入 該当する社員。通勤手当
朗国土交通省総合政策局 マとする講演や、事例発 した。ＣＯ２を排出しない は、通勤距離に応じて１か
環境にやさしい自転車通 月ごとに支給する。
官民連携政策推進課政策 表が行われた。
勤により、通勤時の環境負 同社は、
「エコファース
企画官＝写真＝ による
荷を低減すると同時に、社 ト企業」として、環境経営
先進企業を目指し、今後も
絶対に起こさないという 成木材「燃エンウッド」を 員の健康増進を図る。
作業所長の熱い想いが伝 適用した、いわゆる〝木の
対象者は、通勤距離が１ 様々な環境保全活動の取
わっており、作業所に緊張 学校〟を建設する。設計は ㌔以上（道なり）で、▽健康 り組みを強化していく。
感がある。是非、残りの全 久米設計と竹中工務店が 増進、エコ通勤のため▽公
工期無災害に向かって頑 担当。規模・構造はＲＣ・Ｓ
張ってほしい」と激励を述 ・ＳＲＣ・Ｗ造地上５階建 期は 年 月１日から
して、職長に対する期待
べた。
て延２万４４９９・９３平 年２月 日、建設地は横浜 を述べた。
今回対象となった「江東 方㍍で、工期は 年２月
市中区北仲通５‐ ‐２
他。
区立（仮称）第二有明小・中 日までとなっている。
「テレワーク・デイ」に参加
押味社長は、パトロール
学校新築工事」は、耐火集
東急建設
に先立ち訓示を行い、
「人
命は何よりも尊い。全員が
協力して細心の注意をも
って工事を安全に遂行し、
予測・予防に徹した災害防止活動を
労働災害、公衆災害を絶滅
することは建設業に携わ
る者の重要な使命。明る
く、コミュニケーションの
良い現場をつくり、安全意
識を高揚させ、予測・予防
に徹した災害防止活動を
実施してほしい」と述べ
た。
パトロール終了後は、
現場の取り組みを高く評
価するとともに、職長会
が現場の推進役になると

押味社長が現場パトロール

づけるのではなく、仲間意
識を持って声掛けを行い、 鹿島の押味至一社長は
災害の芽を摘み取ってほ ４日、現場パトロールを
しい。不安全行動や近道行 「（仮称）横浜市中区北仲通
動を許さない緊張感のあ
る作業所風土の構築へ向
け、安全意識を更に醸成し
ていこう」と呼びかけた。
また、パトロール終了後
に宮下社長は、社員らに向
け「各協力会社のリーダー
で構成された職長会の活
動が活発で、災害や事故を

５丁目計画」の現場で実施
した＝写真。
工事概要について、施主
は三井不動産レジデンシ
ャル、丸紅、設計は鹿島、施
工は鹿島横浜支店、ＲＣ造
（一部Ｓ造）、制震（ハニカ
ムダンパー）、地下１階、地
上 階、塔屋２階、延床面
積 万８２２４平方㍍、用
途は共同住宅、ホテル、商
業施設、文化施設ほか、工

匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚匚
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ｉＰａｄ
１つで作業

ロボ・４Ｋ画像活用サービス

年４月から国内向けに
提供を開始する予定だ。
開発にあたっては、Ｉ
ＣＴ（情報通信技術）施
工に積極的に取り組んで
いる堀口組（北海道留萌
市、堀口哲志社長）から
全面的な協力を得た。
主な特長として、施工
現場の建設機械やダンプ
トラック、現場作業員が
スマートフォンなどのモ
バイル端末を持ち、アプ
リを通じて位置情報をク
ラウドにアップロードす

日立建機

時間を ％短縮、業務効率化
値を音声入力できること る。基準高や計画高を事前
熊谷組は、音声入力機能を備えた水準測量支援アプリ「ＶＯＩＳＬ（ボイ
から、標尺を視準しなが に登録でき、呼び出すこと
スル）」（ｉＰａｄ／ｉＰｈｏｎｅ用）を開発した。ｉＰａｄに接続したマ
ら、野帳をみることなく が可能で、測定前に計画高
イク付イヤホンによる音声入力機能で、レベルで標尺を視準しながら、その
数値入力ができる。音声 を入力することにより、実
読み値の入力が可能となっている。建設業における生産性向上を図る「ｉ‐
入力した数値は、アプリ 測値との差を自動的に算
Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」推進の取り組みの一つで、水準測量の際に、ｉ
の自動的な復唱により、 出できる。
Ｐａｄひとつで測量から計算、結果の出力までの測量作業を効率よくスム
確認することができる。
測量結果は、アプリ内
ーズに進められる。従来の方法と比較して、測量時間が約 ％短縮できるこ
ベンチマークの基準高、 またはクラウドサーバー
とが見込まれ、今後、全国に展開し、業務の効率化を図る。
標尺の読み値を直接アプ （ＤｒｏｐＢｏｘ）内に保
務する社員全員に配備さ 長は、ｉＰａｄと接続し リに入力することで、機械 存でき、事務所内のパソ
れているｉＰａｄを活用 たマイクを使用し、読み 高や地盤高を自動計算す コンとのデータ共有が可
し、より効率的に測量業
務を進めるための支援ア
プリ「ＶＯＩＳＬ」を開発
した。３現場で試行し、効
果を確認している。
「ＶＯＩＳＬ」の主な特

同社は、土木事業本部
内に「スマートデバイス
現場業務効率化ワーキン
ググループ」を 年に立
ち上げ、様々な活動を進
めてきた。その中で、建設
現場で日常的に行う水準
測量に着目し、現場に勤

の接近検知の機能を持つ
「Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｌｉ
ｎｋａｇｅ Ｍｏｂｉｌ
ｅ（ソリューションリン
ケージモバイル）」を開
発した。施工現場をモバ
イル端末を活用しＩｏＴ
化し、機械と人が「つな
がる現場」を実現する。

サービス概念図

西松建設

20

能となっている。過去の
測量データはいつでも閲
覧でき、図面も合わせて
表示することが可能。ま
た、測定位置などを手書
き入力でき、野帳の代わ
日立建機は、建設業向
りにもなる。
けのクラウドソリューシ
ョン「Ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｌｉｎｋａｇｅ Ｃｌｏ
ｕｄ（ソリューションリ
ンケージクラウド）」の
アプリケーション とし
て、施工現場の見える化
や進捗管理、機械と人と

メラ搭載のドローンを使
い、高所にあるインフラ
設備の確認、災害発生後
のリアルタイムな現場状
況の確認や要注意箇所の
監査を支援する。飛行申
請からドローンの運航、
映像収集、画像蓄積、報
告までをワンストップで
実現できることが特長と
なる。
今後は、各業界にあわ
せた「業務別サービスパ
ッケージ」の提供拡大を
目指すとともに、撮影映
像を活用しＡＩ分析を通
じた「異常検知」「予兆
監視」サービスへの展開
を図る。

現場管理者

インフラ点検業務を強力サポート

強力にサポートする。
同サービスでは、パナ
ソニックグループの強み
とされるロボットや４Ｋ
画像などこれまで開発し
てきた画像処理技術を活
用した。
具体的なサービスメニ
ューは、①水中Ｒｏｖ．
点検サービス②インフラ
設備撮影サービス③４Ｋ
画像活用構造物点検サー
ビス④ドローン点検支援
サービス‐の４つ。イン

フラ設備撮影サービスで
は、停電の原因にもなり
うる電柱上のカラスの営
巣の点検など、高所・広
範囲の目視点検作業を支
援。車両からインフラ設
備を自動的に撮影し、画
像履歴管理とＡＩ（人工
知能）を活用した画像を
使用、異常を検知するこ
とで省力化を可能にす
る。４Ｋ画像活用構造物
点検サービスでは、４Ｋ
カメラ映像で定点観測を
行い、たわみ量を可視化。
橋りょうなどの構造物を
効率的かつ安全に計測で
きる。
そのほか、ドローン点
検支援サービスでは、カ

安 全 大 会

安全・安心で魅力ある現場を

東急建設は、 年の東京
オリンピック・パラリンピ
ック開催に向けたテレワ
ーク国民運動プロジェク
ト「テレワーク・デイ」に特
別協力団体として参加す
る。
「テレワーク・デイ」は、
国土交通省をはじめとす
る関係府省や東京都など
が連携し、東京オリンピッ
ク・パラリンピックを契機
に「働き方改革」を推奨す
るもの。 ～ 年までの毎
年、開催日に相当する〝７
月 日〟を「テレワーク・デ
イ」と位置付けている。
同社の取組として、
「テ
レワーク・デイ」当日は、東
京都内に勤務する従業員
１２０人を対象に、少なく
とも午前 時半までには
テレワーク（在宅勤務・サ
テライトオフィス勤務・モ
バイルワーク）を実施す
る。また、東京都が通勤ラ
ッシュ解消に向け推進す
る快適通勤ムーブメント
「時差Ｂｉｚ」も積極的
に支援する。

20

11

72

現場作業員

不安排除へ現場の声

製品が受賞

電設協

20

16

27

ｌｕｅｔｏｏｔｈ搭載ア
ナログ式絶縁抵抗計（共
立電気計器）▽日本電設
工業協会会長賞＝新型感
震ブレーカー（日 東工
業）▽日本電設工業協会
奨励賞＝軽量コンパクト
「ハイブリッド形真空遮
断器」（日立産機システ
ム）、 ＫＶ固体絶縁ス
イッチギア（東芝）、カ
ンタッチモジュール盤用
デバイス搭載分電盤（パ
ナソニックエコソリュー
ションズ）、電力制御機
能付ＥＶ充電設備分岐盤
（河村電器産業）

【お知らせ】総会記
事は６面 に 掲 載 し
ています。

24

28

島

鹿

18

門から 製品が表彰を受 ーブル配線用延線ロープ ー）」（ＭＩＲＡＩ‐Ｌ
けた。
布設装置（きんでん）▽ ＡＢＯ）▽消防庁長官賞
表彰式にあたり山口会 経済産業大臣賞＝地絡電 ＝特定小規模施設用自動
長は、「製品コンクール 流抑制制御システム（佐 火災報知設備（ホーチキ）
には過去最多となる 点 鳥電機、昭電）▽環境大 ▽労働者健康安全機構労
がエントリーした。どの 臣賞＝エネルギー管理シ 働安全衛生総合研究所所
製品も高い技
長賞＝グラグ
術力に裏付け
ラガード「タ
られ、発想・
ップ型感震ブ
アイデアも素
レーカー」
（テ
製品コンクール表彰式
晴らしく、Ｊ
ンパール工
ＥＣＡ ＦＡＩＲを意義 ステムＥＮＥＲＧＹＭＡ 業）▽東京都立産業技術
深く、興味溢れるものと ＴＥ‐Ｆａｃｔｏｒｙ 研究センター理事長賞＝
することができた」と挨 （日新電機）▽中小企業 防水型ハンドホールシス
庁長官賞＝充電式特殊Ｌ テムＤＤＨ‐Ｓｔｙｐｅ
拶した。
受賞製品は次の通り。 ＥＤ投光器「Ｘ‐ｔｅｒ （土井製作所）▽関東電
▽国土交通大臣賞＝ケ ａｓｏ（エックステラソ 気保安協会理事長賞＝Ｂ
60

17

10

16 58

29

13

ダンプトラック

組
谷
熊
17

パナソニックとパナソ
ニックシステムソリュー
ションズジャパンは、道
路や橋りょう、ダムをは
じめとする各種インフラ
設備向けに、ロボティク
スと４Ｋ画像などの画像
処理技術を活用したイン
フラ点検サービス「Ｓｍ
ａｒｔ Ⅰｍａｇｅ Ｓｅ
ｎｓｉｎｇ」の提供を開
始した。インフラ点検の
測定結果を「見える化」
することで、点検業務を

11

18

日本電設工業協会（山
口学会長）は４日、東京
・千代田区のホテルグラ
ンドパレスで電設工業展
（ＪＥＣＡ ＦＡＩＲ）製
品コンクールの表彰式を
みを進めていきたい」と 開催した＝写真。今回は、
挨拶。来賓を代表し、山 国土交通大臣賞など 部
上浩常務は「会社は全力
で環境整備する。皆様ひ
とり一人も全員参加で安
全活動を」と要請。高橋
「そ
一雄東日本支社長は、
れぞれの場面でフールプ
ルーフ、フェイルセーフ
の考え方を確立していた
だきたい」と述べた。

13

清水建設

段階でリスクアセスメン 害のない安全で安心な魅
トを実施し、常に改善を 力ある現場を築こう」と
方式に関する説明会を開
催し、その後、９月と
繰り返すことが重要とな 呼びかけた。
る。本社・支店・現場と
大会ではその後、安全
月に５社との間で個別に
協力会社が心をひとつに 報告や安全宣言などを行
提案内容と見積金額に関
する交渉を実施した。
して、危険ゼロによる災 った。
三井住友建設
各社は交渉結果を踏ま
三井住友建設は３日、 井英雄社長をはじめとす
え、 月に最終の提案書
と入札額を同省に提示。 東京・中央区の本社で
る関係者ら約２１０人が
その後、審査を経て、清 年度本店安全衛生推進大 参加し、労働災害の撲滅
オーチス・エレベータ
水建設の受注が決定 し 会を開催した。当日、新 を誓った。
た。技術評価では、日本
冒頭、三澤悟首都圏支
冒頭、挨拶に立った新
日本オーチス・エレベ
井社長は「生産システム ータは３日、東京・千代 店長は「現場で必ず守ら
国内における同社の陽子
の改革に取り組んでいる 田区の日本教育会館一ツ なければならない我々の
線治療施設の施工実績、
その施工担当者を監理技
当社は、『安全』を社会 橋ホールで首都圏支店の 安全の絶対であるカーデ
から求められている重大 安全衛生委員会、安全協 ィナルルールの遵守を。
術者として現場に常駐さ
な責務とし、施工プロセ 議会等の共催による 年 現場の声をもっとあげて
せること、陽子線治療施
設を含む施工計画などが
スを確実に実行していか 度安全大会を開催。大会 いただき、一緒になって
なければならない。作業 には、５５３人が参加し 考え、ひとつでも多くの
高く評価された。
不安要素をなくす取り組
開始前や作業中の各施工 た。
12

竹中工務店
10

国立がんセンター受注
20

建設機械

30

２・５㍍のコンクリート
で遮蔽する。契約工期は
か月で、 年５月末の
竣工を目指す。なお、同
省からの大規模病院の受
注は、ナショナルハート
センター、イーシュンコ
ミュニティ病院、チャン
ギ総合病院メディカルセ
ンターに続き４棟目とな
る。
シンガポール保健省
は、同病院の発注にあた
り、ＥＣＩ（Early Cont
ractor Involvement）方
式を採用した。まず、昨
年８月に大規模病院の施
工実績が豊富な日韓仏の
５社を対象として、入札
37

シンガ
ポール
た。受注金額は約３１０
億円。
シンガポール国立がん
センターは、地下４階、
地上 階、延床面積９万
２０４３平方㍍の大規模
病院。地下２～４階を陽
子線治療施設とし、厚さ

完成予想パース

パナソニック

30

入力画面

初の陽子線治療施設備える
清水建設はこのほど、
シンガポール初の陽子線
治療施設を備えた大規模
病院「シンガポール国立
がんセンター」の建設工
事を同国保健省か ら受
注、同国南部のオートラ
ムロードにおいて着工し
24
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日
（木曜日）

６
月
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