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国土交通省では、建設現場における少子高齢化等による人手不足に伴う生産性低下の懸念を背景に「i-

Construction」を推進し、建設現場の効率化等による生産性向上を目指している。一方、従来の防波堤に

おける消波ブロック据付作業は、起重機船オペレーター等作業員が現場で消波ブロックがうまく収まる位

置や向きを試行錯誤しながら据え付けており非効率な面もあった。本稿は、i-Construction推進の取り組

みの一環として、須築漁港外西防波堤改良工事において、着工前のドローン空撮写真をPCソフトで3Dモデ

ル化したうえで、模擬的に個々の新設消波ブロックがうまく収まる位置や向きを考慮して据え付け完成形

状図を作成・起重機船オペレーターと情報共有し、効率的に据付作業を行った事例を報告するものである。 
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1.  背景と課題 

 
建設業は我が国の社会資本の整備を担うばかりでなく、

災害発生時の緊急・応急対応から復旧・復興に貢献する

等国民の生命と財産を守る必要不可欠な産業であり、そ

の根幹を支える労働者は重要な存在である。一方、少子

高齢化による人手不足に伴い、技能労働者約340万人の

うち､2025年までに約110万人が高齢化等により離職する

と予測されている１）ほか、図-1に示すとおり30歳未満の

若年層の就業率が約10%と依然として少なく世代交代が

滞っている状況にあり、建設業の維持・存続や建設現場

の生産性の低下が懸念されている。このような人口減少

や高齢化が進む中にあっても、建設業としての使命を果

たすためには、建設業の賃金水準の向上や休日の拡大等

による働き方改革を推進するとともに、建設現場の生産

性向上が必要不可欠である。これらを踏まえ、国土交通

省では、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・

更新までの全ての建設生産プロセスでICT等を活用する

「i-Construction」を推進し、建設現場の生産性を、

2025年度までに2割向上することを目指している。 

図-2に生産性向上のイメージを示す３）。ICT技術の導

入・活用等により、省人化され将来的に予測されている

技能労働者減少分を補完するとともに（図-2「人」の

軸）、現場作業が高度化・効率化され現場作業日数が短

縮し休日の拡大に繋がり（図-2「工事日数」の軸）、こ

れらの取り組みを推進することにより建設現場の生産性

を向上させるというものである（図-2「人・日当たりの

図-1 2014年度と2019年度の建設業就業者の年齢階層

別構成比２） 

 

図-2 生産性向上のイメージ３） 
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仕事量」の軸）。 

また、国土交通省・港湾局では、「港湾におけるICT

導入検討委員会」（令和2年度より「港湾におけるi-

Construction推進委員会」に改称）を設置し、港湾分野

へのICTを活用した情報の3次元化を進めるための検討を

行うとともに、ICTの導入に向けて必要なシステムや基

準類の構築を行っている。同委員会は、平成28年6月16

日より通算10回にわたり開催され、浚渫工、基礎工、ブ

ロック据付工、本体工における測量マニュアル、数量算

出要領、工事積算要領や出来形管理要領等の他、CIMに

関する各種要領等を検討・リリースしている４）。 

しかしながら、ICT技術を導入し活用するには、計

測・測量機器類や取得したデータを解析・編集するため

のPC及びソフト並びにICT技術と連動した建設機械等の

設備投資に要する負担が伴い、それらを使用・解析する

技術者の採用・育成等の他、マニュアル・要領類につい

て必ずしも必要かつ充分な内容とは言えず、かつ、参考

事例も充実していないという課題がある。これらの課題

解決のため、国土交通省としても補助金制度の拡充やサ

ポート体制・技術者育成の研修を充実させる等の支援策

を順次展開しているところであるが、上述のような課題

により地方の建設業者が施工する中小規模の港湾・漁港

工事においてなかなか普及・展開しない現状もある。 

 

 
2.  須築漁港の沿革並びに本事例の事業概要等及び

工事概要と課題 

 
本稿で紹介する事例が実施された須築漁港の沿革と事

業概要等及び工事概要と課題を以下に述べる。 

 

(1) 須築漁港の沿革 

須築漁港は、北海道檜山北部の日本海側に位置する第

4種漁港で（図-3）、昭和29年に指定されて以来、檜山

北部海域の漁場で操業するイカ釣り漁船等の避難拠点と

して、また、漁港周辺にある岩礁域に生息するコンブ・

ウニ等の磯根漁業の生産拠点として重要な役割を担って

きたが、平成13年度をもって事業を完了した。 

 

(2) 本事例の事業概要等 

その中で外西防波堤は（写真-1）、須築漁港の新港地

区における係留施設に係留する漁船等を波浪から守る重

要な外郭施設として平成2年度に着工し平成11年度に完

了した。その後、同施設の目視点検結果等より、既設の

消波ブロックが破損・沈下しているため（写真-2）、外

郭施設としての越波抑制機能を失いつつあったこと、波

力が過剰に作用することにより災害リスクが高いことか

ら、平成25年度から開始した北海道第3種及び第4種地区

特定漁港漁場整備事業に位置づけて補修工事を行うこと

としていた。 

現地着工に向けて、詳細な調査５）を行い準備を整え

ていたところであったか、平成27年10月2日に発達した

低気圧により、先端から3函目のケーソンが港内側へ大

きく滑動する災害が発生した。災害箇所は、平成28年度

実施の災害復旧工事により修復することができたが、災

害箇所以外の堤幹部においては、依然として既設の消波

ブロックが破損・沈下している状況にあったため（写真

-2）、平成29年度～令和元年度において北海道第3種及

写真-2 外西防波堤における消波ブロック破損・沈下状況 

須築漁港 

図-3 須築漁港位置 

 

写真-1 外西防波堤位置 
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び第4種地区特定漁港漁場整備事業で外西防波堤の補修

工事を実施した。 

 

(3) 本事例の工事概要と課題 

工事の概要を以下に述べる。須築漁港に消波ブロック

の製作可能な広いヤードが無いため、予め瀬棚港におい

て既設と同型の消波ブロックを製作する。製作した消波

ブロックを瀬棚港より須築漁港へ海上運搬し、外西防波

堤が完了した時と同様の形状（断面）にするため、消波

ブロックが破損・沈下した箇所に順次消波ブロックを据

え付けるものである。 

工事実施の際の課題としては、下記が考えられたが、

これらを解消するため、ICT技術を活用した消波ブロッ

ク据付作業の効率化が検討された。 

① 同施設の詳細な調査５）では、水上部の既設消波

ブロックの現況は、船上からの3Dレーザー測量に

より行った。レーザーの照射はほぼ水平に近く、

消波ブロックの陰の部分が把握できないため、

新設消波ブロックの据付作業を考慮した既設の

現況を的確に捕らえていたか疑問がある。 

② 本事例の工事における消波ブロックの海上運搬距

離が約24㎞（片道約150分：受注者聞き取り）と

長距離で長時間を要するため、気象・海象の変化

等不測の事態にも対応できる施工管理技術が必要

であった。 

③ とりわけ、従来の消波ブロック据付作業は、既設

消波ブロックが凸凹しているため、起重機船オ

ペレーター等の作業員が現場で消波ブロックが

うまく収まる姿勢（位置・向き）を試行錯誤し

ながら据え付けており、非効率な面があった。 

 
 

3.  ICT技術を活用した本事例の概要 

 

工事着手時に前章で述べた課題①～③があったことか

ら、それらを解消するべく工事受注者より提案があり、

ICT技術を活用した本事例を取り組むこととした。概要

を以下に述べる。 

 

(1) 新設消波ブロック据付個数の確定 

図-4にドローンによる空中写真撮影から新設消波ブロ

図-4 ICT技術を活用した新設消波ブロックの据付個数確定までのフロー 
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ックの据付個数確定までのフローを示す。なお、現場に

おけるドローンによる空中写真撮影から新設消波ブロッ

ク据付個数確定までの作業は、工事受注者におけるICT

担当部署（ICT推進室）が行った。 

a) ドローンによる空中写真撮影 

起工測量に代わり、点群データ生成の基となるドロー

ンによる空中写真撮影を行った（図-4の①、②）。この

作業は、ドローンの操縦に特殊な技能を要するものの、

従来の起工測量と比較して軽易で済むため、安全性や効

率性が飛躍的に向上するとともに、前章の課題①は解消

できたものと考えられる。なお、当時、ドローンによる

空中写真撮影に関して、工事・工種毎に詳細なマニュア

ル等が整備されていなかったため、「UAVを用いた公共

測量マニュアル（案）」（平成29年3月改正）６）に準拠

し作業を行った。 

b) 点群データ生成 

取得した空中写真からMAGNET Collage（株式会社トプ

コン製）により施工範囲の点群データ生成を行った（図

-4の③）。また、以降の作業をスムーズに行うため、生

成された点群データにおける未計測や不明瞭な領域等を

編集処理するソフトSiTE-Scope（株式会社建設システム

製）を用いて現況に近い点群データへ編集した。 

c) 点群データの3Dモデル化 

生成・編集した点群データから、AutoCAD Civil3D（オ

ートデスク株式会社製）により施工範囲の3Dモデル化を

行った（図-4の④）。 

d) 新設消波ブロックの3Dモデル上での据付 

3Dモデル上で、既設が破損・沈下している箇所へ3Dモ

デルの消波ブロックの姿勢（位置・向き）を考慮しなが

ら新設消波ブロックとして順次据え付けた。図-4の⑤で

赤色と青色が50t六脚ブロック、緑色と黄色が40t六脚ブ

ロックである。なお、既設と新設消波ブロックの3Dモデ

ル上での干渉状態は、Autodesk Navisworks（オートデス

ク株式会社製）により確認しながら行った。 

e) 設計断面との比較による新設消波ブロックの検討 

図-4の⑤に設計断面（緑色面）を表示して比較するこ

とにより新設消波ブロックの検討を行った（図-4の⑥）。

新設消波ブロックの重心が設計断面よりはみ出していれ

ば新設消波ブロックから除外し（図-4の⑤の青色と黄色

の新設消波ブロック）、新設消波ブロックの重心が設計

断面よりはみ出していなければ新設消波ブロックと認定

した（図-4の⑤の赤色と緑色の新設消波ブロック）。こ

の作業を、新設消波ブロック全個数に対して行って新設

消波ブロックの据付個数を確定した（図-4の⑦）。受注

者からの聞き取りによれば、b)～e)の作業に2～3週間を

要したということであった。 

上記の手順より、本事例の工事において設計変更した

内容を表-1に示す。なお、表中の（ ）内は、据付個数

の内水上分を示す。表-1より、40t六脚ブロックが1個減、 

50t六脚ブロックが12個増となった。従来の等間隔また

は断面変化点の据付断面積から平均断面法により数量を

算出する方法と比較して、薄い断面の箇所に消波ブロッ

クを据え付ける等の事象が起きないため、より作業がし

易い据付個数が算出できたものと考える。 

 

(2) 新設消波ブロックの据付作業 

据付個数が確定した後の作業フローを写真-3に示す。

個々の新設消波ブロックの姿勢（位置・向き）が分かる

図面を用いて起重機船オペレーターと情報共有する（写

真-3左側）。起重機船オペレーターは、現場において図

面と想定据付箇所を照らし合わせ、消波ブロックの姿勢

（位置・向き）に留意しながら消波ブロックの据付を行

う（写真-3右上）。これを6航海繰り返して据付作業が

完了となる（写真-3右下）。 

繰り返しになるが、従来の消波ブロック据付作業は、

既設消波ブロックが凸凹しているため、起重機船オペレ

ーター等の作業員が現場で消波ブロックがうまく収まる

姿勢（位置・向き）を試行錯誤しながら据え付けており、

非効率な面があった（写真-4）。受注者からの聞き取り

による据付作業時間は、従来の方法が約2～3時間、本事

例の方法が約1.5時間になるとのことであり、作業の効

率化を図ることができた。また、瀬棚港出港～据付作業

～瀬棚港帰港の行程で従来と本事例の作業時間を比較す

ると、約15％生産性が向上するとともに、前章の課題②、

③は解消できたのではないかと考える。 

 

表-1 事例工事における新設消波ブロックの設計変更内容 

消波ブロック 
型式 

当初設 
計数量 

変更設 
計数量 

増・減 

40t六脚 
ブロック 

23個 
(17個) 

22個 
(16個) 

1個減 
(1個減) 

50t六脚 
ブロック 

67個 
(31個) 

79個 
(43個) 

12個増 
(12個増) 

 

写真-3 新設消波ブロック据付個数確定後のフロー 
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写真-4 従来の消波ブロック据付作業における課題 

 

 

(3) その他の取り組み等 

本事例の内容をプレスリリースし、北海道新聞と北海

道通信から取材を受け記事が掲載された。また、令和元

年12月12日開催の函館開発建設部の港湾部門技術者会議

おいても本事例の内容を紹介し普及促進に貢献した。加

えて、本事例を「北海道開発局i-Con奨励賞2020」に応

募したところ、他の現場の模範となり、かつ、現場の生

産性向上に寄与した優れた取り組み内容と評価され受賞

した。 

 

 

4.  まとめ 

 

本事例の成果と今後の課題をまとめると以下のとおり

である。 

 

(1) 本事例の成果 

① 船上からの3Dレーザー測量成果による数量算出で

は、新設消波ブロックの据付を考慮した既設の

状況を的確に捕らえていない場合があることが

分かった。 

② 本事例の取り組みにより、据付作業の効率化を図

ることができた。また、瀬棚港出港～据付作業

～瀬棚港帰港の行程で従来と本事例の作業時間

を比較したところ、約15％生産性が向上した。 

③ 本事例の内容をプレスリリースし、2紙から取材

を受け記事が掲載された。また、函館開発建設

部内においても本事例の内容を紹介し普及促進

に貢献した。 

④ 本事例を「北海道開発局i-Con奨励賞2020」に応

募したところ、取り組み内容が優れていると評

価され受賞した（写真-5）。 

 

(2) 今後の課題 

① 本事例では水上部に着目して取り組んだが、今後

は、水上部から水中部まで連続的に3Dモデルを作

成し同様の作業ができるシステムの構築が必要

であると考える。 

② 本事例における受注者は、ICT技術を専門に遂行

する部署があり、迅速的かつ効率的に作業をする

ことができた。しかしながら、そのような部署が

存在しない建設業者は、一部の担当する職員また

は外注により負担が増える可能性が高いことから、

容易に取り組むことができる制度の構築が必要で

あると考える。 
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https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000061.html 

5) 北海道開発局 函館開発建設部 江差港湾事務所：須築漁港

外4港機能保全計画策定その他業務報告書,pp.19-25,pp.38-

70,2015.2 

6) 国土地理院ホームページより

https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/uav/index.html 

7) 株式会社 森川組ホームページより

http://morikawagumi.com/2020/10/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%

93%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%b1%80-i-con-

%e5%a5%a8%e5%8a%b1%e8%b3%9e2020%e3%82%92%e5%8f%97%e8%b3%9

e%e3%81%97%e3%81%be%e3%81 %97%e3%81%9f%e3%80%82/ 

写真-5 北海道開発局i-Con奨励賞2020表彰式（2020年

10月9日）の様子と表彰状７） 
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