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苫小牧港における生産性向上の取り組みについて
室蘭開発建設部 苫小牧港湾事務所 第１工務課

○大井 紘斗
森田 正樹

国土交通省では建設現場の生産性向上の実現に向けて i-Construction の活用をはじめとする各種の取
り組みを推進しているが、苫小牧港においても同趣旨に適う技術を試行しながら、作業効率化と品質確
保を両立させる施設整備に努めている。
本報文では、苫小牧港西港区真古舞地区国際物流ターミナル整備を代表事例として、設計・施工段階
で試行した生産性向上関連技術の効果や課題等について報告する。
キーワード：生産性向上、ＩＣＴ、新技術、ＣＩＭ 、非接触・リモート

1. はじめに
(1) 苫小牧港の概要
苫小牧港は、北海道の南西部、
太平洋岸に位置する国際拠点港湾
で、フェリー、RORO船、コンテナ
船など、多数の定期航路を有し、
取扱貨物量(2018年実績)は北海道
図-1 苫小牧港位置図
全体の約半数を占め、内貿では全国１位となっている。
港湾エリアは西港区と東港区に大別され、臨海部には
フェリー、石油精製業、電力、化学工業、配合飼料製造
業、コンテナ、エネルギー、自動車部品、リサイクル産
業など多種多様な企業が立地している。
苫小牧港における近年の直轄事業では、西港区を主体
として、老朽化施設の耐震化や機能向上、農水産物輸出
促進のための屋根付き岸壁整備に加えて、慢性的な港内
混雑や貨物船滞船の解消を図る真古舞地区国際物流ター
ミナル整備事業（以下、「真古舞地区整備」）を重点的
に整備している。
(2) 真古舞地区整備の概要
真古舞地区の中央北ふ頭（水深-12m）は、従前より、
鋼材や化学肥料等の荷揚げ岸壁として利用されてきたが

隣接する未利用の水面を埋め立てて岸壁を230m延伸し、
米、とうもろこし、動植物性製造飼肥料等の荷揚げも行
いながら、西港区全体の荷役効率化を図ることを目的と
した整備を令和元年度に着工させ、令和4年度の完成を
目指して鋭意工事を推進中である。
なお、新岸壁の基本断面は、港湾構造物で実績の多い
ケーソン式混成堤を採用している。

2. 真古舞地区整備における生産性向上の取り組み
国土交通省では、今後、労働力の大幅減少が避けられ
ない状況にある建設産業の生産性向上を目指した各種の
施策を数年前から推進しており、北海道開発局でも各開
建の建設現場において、i-Construction をはじめとする
新機軸の取り組みを積極的に実施している。
また、同省では、今回の新型コロナ禍を契機として、
生産性向上と非接触・リモート型働き方への転換をセッ
トで取り組む「インフラ分野のＤＸ（デジタル・トラン
スフォーメーション）」も提唱しており、その中では、
5GやBIM/CIM等の活用に着目している。

図－3 「インフラ分野のＤＸ」 の概念図

図-2 真古舞地区整備イメージ

こうした新しい動きに呼応して、苫小牧港整備におい
ても生産性向上に資する技術を段階的に取り入れており
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真古舞地区整備でも積極的に試行している。
本報文では、真古舞地区整備を主要事例として、設計
及び施工段階で試行した取り組みについて、「ＣＩＭ等
を活用した施工の見える化」、「ＩＣＴや新技術を活用
した施工の効率化」、「通信技術を活用した施工の非接
触・リモート化」の３カテゴリーに分類し、その効果や
課題、今後に向けた提案を整理する。

3.

画に関して、CIMを活用した3次元画像で見える化し、当
初想定していた配管計画では、FDの係船索と配管の交錯
が確認されたため、配置計画を見直した。
3次元化した画像を図－6に示す。

ＣＩＭ等を活用した施工の見える化

(1) 設計段階における事例
令和元年度に実施した細部設計その他業務におけるケ
ーソンの配筋計算では、水平鉄筋が交差する側壁隅角部
および側壁と隔壁接合部に関して、配筋および曳航筋の
干渉の有無を3 次元CAD を用いて確認した。
その結果、側壁隅角部における曳航筋と水平筋・ハン
チ筋の干渉が確認されたため、図-4のにように配筋設計
を見直した。
図－5 施工過程の3次元画像（CIM活用）

フローティングドック

コンクリート
ポンプ車

（曳航筋と水平筋・ハンチ筋の干渉あり）
ケーソン

フローティングドック

コンクリート
ポンプ車

（曳航筋と水平筋・ハンチ筋の干渉なし）
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図－4 配筋計算における鉄筋干渉チェック（3次元CAD活用）

また、同業務における施工検討では、現地着工年度で
ある令和元年度の工事を想定した施工の過程をCIM技術
を用いて３次元画像化した。
代表的な過程における画像を図-5に示すが、ほかに
も多くの施工過程を見える化し、工事の受・発注者間で
情報共有しながら施工計画の検討に活用した。
(2) 施工段階における事例
令和2年度のフローティングドック（FD）を使用した
ケーソン製作工事において、コンクリート打設に関する
施工計画の立案にCIM技術を試行した。
具体的には、コンクリートポンプ車の配置（配管）計

図－6 コンクリートポンプ車配置の3次元画像（CIM活用）
（五洋建設（株）提供）

(3) 施工の見える化に関する効果と課題
CIM等を活用した施工の見える化の効果と課題につい
て、受・発注者へヒアリングした結果は表-1のとおり。
結果を概観すると、現場状況を、より正確にイメージ
できるため、作業効率化に寄与したとの意見が多かった
一方で、CIMに関するノウハウが蓄積されていないとの
意見も目立ち、施工現場においては、CIM活用が一般化
していない実態も垣間見られた。
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表-1 施工の見える化の効果と課題
効果（又はメリット）
・現場を、より正確に

イメージでき、施工計
画の立案に役立った。
・関係企業への説明にも有
効活用できた。
・設計照査を効率的に

行うことができた。

課題（又はデメリット）
・CIM自体を十分に理解

できていない。
・3次元化ソフトを使い
こなせる担当者が限ら
れる。
・外注する場合は費用が
高額である。

写真-1 ICT機器を用いた基礎捨石投入状況（真古舞地区）

4. ＩＣＴや新技術を活用した施工の効率化
(1)ＩＣＴ活用による基礎工の施工
令和2年度の真古舞地区関連工事のうち１件は、基礎
工をICT技術で施工するICT活用工事として発注した。苫
小牧港の直轄工事でICT技術を用いた基礎工の施工は初
めてであったが、導入したプロセスにおける概要と効果
および浮かび上がった課題等を以下に列記する。
また、同年度には、苫小牧港西港区商港地区（以下
「商港地区」）の工事でも基礎工をICT活用工事として
実施し、上記工事と概ね同様の施工を行ったので、商港
地区での実績も加味しながら結果の考察を試みる。
a) 起工測量及び出来形測量
施工箇所周辺の起工測量をマルチビームを活用して実
施し、得られたデータを3次元画像化しながら数量計算
を行った。
また、基礎捨石完成後も同じ手法で出来形測量を行う
ものである。
起工測量で3次元化した画像を図-7に示す。

c)ＩＣＴ技術の活用に関する効果と課題
ICT技術の効果と課題について、ICT活用工事を行った
真古舞地区と商港地区の工事受注者へヒアリングした結
果を表-2に整理した。
表-2 ICT活用工事の効果と課題
効果（又はメリット）
・測量精度が高い。
・数量を自動計算できるの
で、省力化に効果あり。
・不可視区域の状況把握が
容易になり、施工管理が
しやすくなった。
・ボンデン設置撤去が不要
となり、また、潜水士の
指示が縮減できたので、
省力化と効率化に効果が
あった。
・人的作業の縮減に伴い、
安全性が向上した。

課題（又はデメリット）
・マルチビーム測量を行える
企業が限られ、企業の確保
が大変である。
・測量の際は、海象条件に
影響されやすい。
・データ解析と図面作成に
時間を要し、費用も高額。
・ICT 機器搭載の作業船が
限られ、未搭載の作業船を
使用する場合は、費用が
高額となる。
・ICTを使いこなせる技術者
が少ない。

d) 基礎捨石均しについて（参考）
ICT活用工事の対象外作業であるが、真古舞地区工事
において、基礎捨石の均し作業を自動追尾管理システム
を併用したモンケン（重錘）にて行い、効率的で確実な
作業を行うことができた。
こうした技術とICTを組み合わせることにより、さら
なる効果が期待できるので、参考までに付記する。

図-7 起工測量結果（着工前）の3次元画像（商港地区）

b) 基礎捨石投入
基礎捨石（中割石）の投入作業では、ICT機器が搭載
された起重機船を用いて海上投入を実施したが、不可視
箇所である海中の捨石投入場所や投入状況をリアルタイ
ムでモニター画面に表示し、起重機船オペレーターは、
その画面を見ながら投入作業を行った。
施工状況を写真-1に示す。

写真-2 基礎捨石均しの状況（真古舞地区）
（自動追尾管理システムを活用したモンケン均し）

(2) 新技術を活用した施工の効率化
令和元年度及び2年度の工事において、施工の省力化
や効率化を目的とした新技術（NETIS)を積極的に活用し
たが、主な事例と効果、課題等を以下に列記する。
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a) ケーソン製作作業の効率化に向けた活用事例
ケーソン製作時に「コンクリート施工管理システム
eagle plus（NETIS番号 KKK-130081-VE）」を活用した。
本技術は、コンクリートの打設・打重ね時間、箇所を
パソコンで計時・記録して自動集計するとともに、打設
や打重ねの制限時間が超過しそうになると警告を発する
ことができ、ケーソン製作のような打設回数や打重ね層
数が多い工事には特に効果が期待できる。
本技術の活用状況を写真-3に示すが、工事受注者への
ヒアリングでは、従来の人的作業と比較して、計時・記
録、集計作業の効率化が図れるとともに、打設や打重ね
時間の的確な管理によって、コールドジョイントの防止
など品質確保面での効果も確認した。

テム（NETIS番号 KTK-100013-VE）」を活用した。
当該施工箇所では、ケーソンの中詰材に土砂と鉄鋼ス
ラグの２種の材料を用い、所定の割合（前者45％、後者
55％）で交互に投入するため、各材料の１層当たりの投
入厚さを正確に管理することが不可欠である。
本技術は、もともとは消波・根固ブロック等の据付作
業の効率化を目的に開発され、GPSを用いてクレーンの
ブームや作業船の位置をリアルタイムで画面に表示し、
迅速かつ正確な据付位置に誘導するものだが、当該工事
では中詰材投入にも応用し、クレーンオペレーターが材
料の投入位置や投入回数をリアルタイムで確認しながら
施工することとした。
本技術の活用状況を写真-5に示すが、工事受注者への
ヒアリングでは、施工状況をモニター画面で確認できる
ため、従来工法と比較して、ヒューマンエラーの防止に
よる確実な施工と品質の確保を効果として確認した。

写真-3 eagle plus活用状況
（左：システム設置状況 右：PC画面表示情報）

b) ケーソン据付時の効率化に向けた活用事例
ケーソン据付の際、ケーソン据付誘導システム「Zero
Guide Navi（NETIS番号 KKK-120001-VE）」を活用した。
据付箇所である真古舞地区周辺は、大型貨物船等の往
来が頻繁であり、それら一般船舶の航行へ支障を与えな
いように、限られた時間内での迅速かつ正確なケーソン
据付が求められる。
本技術は、据え付けるケーソンに設置したターゲット
プリズムを、既存施設に設置した自動追尾式トータルス
テーション３台で常時追尾しながら、ＰＣ画面にケーソ
ンの位置をリアルタイムで表示し、その画面を見ながら
作業指揮者が誘導を行うものである。
本技術の活用状況を写真-4に示すが、工事受注者への
ヒアリングでは、従来の測量機器を用いた誘導と比較し
て、作業の省力化と安全性向上の効果を確認した。

写真-4 Zero Guide Naviの活用状況
（左：TSによる追尾状況 右：ケーソン位置表示画面）

c) ケーソン中詰投入時の効率化に向けた活用事例
ケーソン中詰材投入の際、「ブロック据付け支援シス

写真-5 ブロック据付け支援システムの活用状況
（左：中詰材投入状況 右：PC画面表示情報）

ｄ) 新技術活用における課題
紹介した新技術３件の導入効果は前述のとおりだが、
一方の課題やデメリットについては、「費用が高額。」
「使用方法を熟知していないため、慣れた工法の方が施
工しやすい場合もある。」という意見もあった。
近年の港湾漁港工事では新技術の導入が進んでいるが
費用と取り扱い方の習熟という面で課題が残されている
ことが確認された。

5. 通信技術を活用した施工の非接触・リモート化
(1) 遠隔臨場システムを活用した現場検査の試行
令和2年度のケーソン製作工事において、遠隔臨場シ
ステムを活用した現場検査を試行した。
ケーソン製作は、苫小牧港湾事務所から約25㎞の距離
にある苫小牧港東港区（胆振管内厚真町）にて行われた
が、打合せや現場検査等で施工現場と事務所を往来する
際は、移動だけで約90分の時間を消費することから、
受・発注者双方の生産性向上のため、移動時間の縮減が
求められている。
この古くて新しい課題を解消するため、発注者側監督
職員が行う現場検査（品質及び出来形検査）の一部を、
工事受注者が所有する遠隔臨場システムを活用して試行
してみた。
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試行の結果、従来の現場に臨場して直接確認する方法
と比較して、使い勝手の面で若干の課題はあるものの、
操作方法に慣れれば、十分に活用できるツールであると
の感触を得た。

(2) 非接触・リモート化に関する効果と課題
令和2年度に試行した遠隔臨場やWeb会議は、諸事情に
より限定的な回数に留まったが、試行から実感できた効
果と課題を表-3にまとめた。
結果を概観すると、「移動時間が無くなり、作業の効
率化が図れる（時間を有効に使える）。」という大きな
効果を得ることができ、移動距離が長いほど享受するメ
リットが大きいと予想される。
加えて、「３密回避に効果がある。」ことも確認する
ことができ、新型コロナ禍のような危機管理にも対応可
能な付加価値の高いツールといえる。
一方の課題を見ると、CIMやICTと同様に、「慣れてい
ない」ことが特に重要なポイントといえ、「慣れた」後
の評価がどうなるかを、今後、注視したい。
また、画面を通しての現場確認や打合せは、便利であ
る反面、「コミュニケーションの不足」や「見間違い・
聞き間違い・聞き漏らし（による誤解）」を招く懸念も
払拭できないため、ＴＰＯに応じて、３密回避を徹底し
た対面形式の打合せを組み合わせることも忘れてはなら
ない。

写真-6 遠隔臨場による現場検査
（左：現場からの発信状況

支障は無く、週間工程会議のような一般的な打合せには
十分活用できることを確認できた。
ただ、令和2年度の苫小牧港湾事務所の実施工事現場
（現場事務所）におけるWeb会議用機器の導入率は50％
に留まり、現場においては機器導入が進んでいない実態
も明らかになった。

右：事務所での受信状況）

写真-7 遠隔臨場による現場検査（受信画像）
表-3 通信技術活用の効果と課題

(2) Web会議システムを活用した工事打合せの試行
近年、働き方改革や新型コロナウイルス対応を目的と
して、Web会議システムの導入が急速に拡大しているが
令和2年度工事において、同システムを活用した受・発
注者の打合せを試行した。

効果（又はメリット）
・現場と事務所との移動が
不要となり、作業の効率
化が図れる。
・施工上の都合による検査
日時の変更にも柔軟に対
応でき、作業の効率化に
つながる。
・新型コロナ禍のような
３密回避を求められる
事態にも対応できる。

課題（又はデメリット）
・画面が小さい。
・画像がやや不鮮明。
・通信が固まることがある。
・機器導入が進んでいない。
・操作に慣れていない。
・Web 会議で使用できる
システムが限られる。
・Web 会議のライセンスに
限りがある。

6. まとめと今後に向けた提案

写真-8 Web会議システムによる工事打合せ状況

試行会議は北海道開発局で導入しているWebexを活用
したが、「見やすさ」や「聴きやすさ」の面での大きな

(1) 効果と課題のポイント整理
3.～ 6.で述べた当事務所における生産性向上の取り
組みの効果と課題を表-4に取りまとめた。
これまでの試行では、取り組みの効果や課題を、具体
的・数値的に評価するためのデータを十分に収集できて
いないので、今後は、そうしたデータの収集も並行して
行い、精度と説得力を高めた評価を試みたい。
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c) 遠隔臨場システムによる現場検査等の拡充
北海道内の多くの港湾事務所では、移動に長時間を要
する現場を担当しているが、こうした現場を対象とした
現場検査の遠隔臨場化を拡充し、機器の操作方法や、
「うまく使うコツ」の習得を図る。
例えば、苫小牧港湾事務所の場合、苫小牧港東港区や
白老港が遠隔現場に相当するが、これらを主体に現場検
査の拡充を通じたノウハウのストックを試みたい。
また、遠隔臨場システムは、現場検査のみならず、幅
広い用途で活用できる可能性を有している。一例を挙げ
ると、避難訓練を伴う防災訓練において、避難完了後の
集合状況の報告等に活用するというアイデアも考えられ
るので、機会があればぜひ試みたい。

表-4 生産性向上の取り組みの効果と課題

(2) 今後に向けた提案
前節で抽出した課題の中で、ある意味で最も肝心な事
項は、「慣れていない」ことであり、この課題解消が、
生産性向上の推進に向けた前提条件と考えられる。
ただし、この課題に対しては、現場レベルでも対応で
きることが多いことから、本節では、生産性向上技術に
「慣れる」ための現場レベルでの取り組みを、いくつか
提案する。
a) 生産性向上に関する合同勉強会の開催
ICT、CIM、遠隔臨場等を導入している工事現場の協力
を得ながら、それらを受・発注者合同で学習する場を設
け、ノウハウを共有・蓄積することが有益である。
苫小牧港湾事務所工事安全連絡協議会では、定期的に
現場視察や技術講習を開催しているが、例えばこうした
機会を活用しながら実際の現場におけるICT等の活用状
況の見学や、CIMの活用事例を学習するといったスタイ
ルが効率的である。
もちろん、学習する内容に技術提案が含まれる場合は
情報保全に万全な対策を講じることも不可欠である。
b) Web会議の拡大
工事や業務の実施過程では多数の会議・打合せが必要
となるが、対面形式が必要なのは、現地確認を伴う打合
せ等に限られるため、今後は積極的にWeb会議化し、実
績を積みながら使い方に習熟することが重要である。
Web化に馴染みやすい会合として、週間工程会議など
の定例打合せ、設計変更確認会議、その他の一般的な打
合せなどが考えられるが、内容や緊急度に応じて段階的
に導入するのが効果的である。
なお、ここで課題となるのは、機器やライセンスの不
足であるが、これに対しては「計画的な利用予約」、
「受・発注者双方のシステムの活用」、「Web参加と対
面参加の併用」などの対処が有効と考えられる。
ただし、最近、受・発注者ともにWeb会議機能が整備
されつつあるので、今後の機能充実化を期待したい。

写真-9 請負工事における防災訓練（避難訓練）状況

(3) まとめ
本報文で整理した取り組み結果は、限られた実績に基
づく「一断面」に過ぎないものの、一定の効果や有用性
を確認できたことに加え、時代のニーズにマッチしたイ
ンフラ整備のために、生産性向上（インフラ分野のＤＸ）
を加速する必要性を強く実感したところである。
国土交通省では、ここ数年、本文でも述べた「ＩＣＴ
活用工事」のほか、「生産性向上チャレンジ工事」など
生産性向上に資する試行を各種実施しているが、まずは
それらの試行を今後も継続しながら、関連技術のより効
果的な活用方策を模索したい。
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