第63回(2019年度)

北海道開発技術研究発表会論文

映像臨場を活用した現場確認の効率化
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建設現場の生産性向上を目指すi-Constructionと、内閣府統合イノベーション戦略を受け、
「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェク
ト」が展開されている。 本報は、留萌管内のトンネル補修工事で実施したプロジェクトの取
り組みから映像のICT/IoT化による映像臨場の再構築と、映像臨場を活用した段階確認や現場立
会などの事例を報告するものである。
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1. はじめに
国土交通省では、建設現場の生産性向上を目指すiConstruction と 、 内 閣 府 統 合 イ ノ ベ ー シ ョ ン 戦 略
（H30.6.15閣議決定）の具体的取組の1つである「内閣
府・官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）」を受
け、「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新
的技術の導入・活用に関するプロジェクト」を進めてい
る。このプロジェクトは、公共土木工事において、革新
的技術により施工データ等のリアルタイム取得・解析を
試行し、建設現場の飛躍的な生産性向上を目指すことで、
働き方改革に繋げることを目的にしたものである。一方、
建設現場ではICT/IoT化推進による「働き方改革」とし
て、生産性を高めるとともに、「安全性の追求」「現場
環境の満足度向上」など、多様な課題への取組が求めら
れている。本報では、現状分析を踏まえて、ICT/IoT化
推進向けての映像臨場の取組事例とその効果について報
告する。

2. PRISMについて
PRISM と は 「 Public/Private R&D Investment Strategic
Expansion PrograM」の略称である。これは、平成28 年12
月に総合科学技術・イノベーション会議と経済財政諮問
会議が合同で取りまとめた「科学技術イノベーション官
民投資拡大イニシアティブ」に基づき、600 兆円経済の
実現に向けた最大のエンジンである科学技術イノベーシ
ョンの創出に向け、官民の研究開発投資の拡大等を目指
して、平成30 年度に創設された制度である。
総合科学技術・イノベーション会議が政府全体の科

学技術イノベーション政策の司令塔として、民間の研究
開発投資誘発効果の高い領域（ターゲット領域）に各府
省の施策を誘導し、それらの施策の連携を図るとともに、
必要に応じて、追加の予算を配分することにより、領域
全体としての方向性を持った研究開発を推進するもので
ある。

3. 建設業の課題
建設業の現状について、映像臨場を可能にするコミュ
ニケーション環境の整備や、技術の知財化と知財情報の
活用環境の整備など情報化が緊急の課題になっている。
以下に、現状から見た受注者・発注者それぞれの課題を
整理する。
【受注者】
・ 人材難によりICT/IoT化対応に苦慮している
・ 1人現場が多い小規模工事では、本社や現場の技術
者の移動に手間が掛かる
・ 現場管理の主体が膨大な書類作成を強いられている
【発注者】
・ 少人数で業務を行っているため、現場に臨場する機
会を多くとることができない
・ 現場に臨場した際および書面でしか、安全状況を確
認することができない

4. 対象工事
本報で対象とする工事は、「一般国道232号 増毛町 大
別苅トンネル補修外一連工事」である。本工事は、建設
から40年余り供用しているトンネル及び覆道の老朽化に
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伴い、発生した損傷を補修することで道路機能の確保を
目的とした工事である。現場は、「大別苅トンネル工
区」と「日方泊・湯泊工区」の2つに分かれており、留
萌開発事務所から近い「大別苅トンネル工区」まで自動
車で片道約35分の距離に位置している。

効率化を期待するものである。本検証では、以下のネッ
トワークカメラシステムとコミュニケーションシステム
を利用している。
a. ネットワークカメラシステム
ネットワークカメラシステムについては一般に普及し
ているLTE経由でインターネットサービスを使用と共に、
セキュリティの確保が重要な遠隔コミュニケーションと
大量のデータ伝送を必要とする4Kマルチセンサカメラ
は閉領域ネットワークサービスとMVNO（Mobile Virtual
Network Operator、仮想移動体通信事業者）サービスを利
用している。

図-1 工事現場位置図

5. 映像臨場
映像臨場の特徴は、映像撮影技術や通信技術など最先
端の IoT 技術を活用して、映像臨場を活用したリアルコ
ミュニケーションによる生産性効率性化と、施工現場の
タイムラプス映像の記録による CIM 化により、図-2 に
示す value な映像 CIM として施工の見える化（visualconstruction）を実現するものである。

図-2 valueな映像CIMの概念

図-3 ネットワークカメラシステム概要図

写真-1 ネットワークカメラ

写真-2 360度カメラ

写真-3 ネットワークカメラ映像

写真-4 360度カメラ映像

b.

6. 検証内容
映像臨場の検証には、「ネットワークカメラによる
記録映像による振り返り」と「タブレットカメラによる
リアルタイムな映像と音声によるリアルコミュニケーシ
ョン」の 2 つの機能を活用して試行している。
臨場検証では、技術者にとって曖昧になりやすい現場
のイメージを、映像によるイメージ補完を伴うコミュニ
ケーションの実施で、施工指示や技術指導などの明瞭な
意思伝達を行い、コミュニケーション齟齬の解消による

コミュニケーションシステム
コミュニケーションシステムでは、一般に通信事業者
のサービスにおいて、通常は上り下りの通信速度は対称
（同じ速度）になっているが、本検証では上り速度を広
帯 域化（ 最大 4Mbps） し、 下りを 狭帯域 化（最 大
256Kbps）した非対称通信サービスを活用した。これに
より、上りの現場映像を高品質で送信することを可能に
している。
また、現場でコミュニケーションをとるための使用機
器として、携帯性を確保するためにノートパソコンでは
なく持ち運びが容易で携帯可能な「堅牢タブレット」と、
現場内で周囲の騒音があっても伝達可能な「骨電伝導ヘ

Takuya Hatakeyama, Shinsuke Nauchi, Mitsuru Nishikawa
－ 132 －

ッドホン・マイク」を採用している。

写真-5 現場での撮影風景

実現している。その結果、映像臨場によって受注者本社
常勤の熟練技術者の知見や経験値が多面的継続的に活用
できる環境が作られる。日常的な社内検査に映像が活用
されることで、現場の安全と品質の向上に繋げている。

写真-6 事務所での確認

写真-7 受注者本社での臨場

写真-8 現場事務所での確認

b.

施工監理への活用（受注者）
映像臨場により品質管理や工程管理等の社内検査の迅
速化と、コミュニケーションのしやすい環境ができたこ
とで、受注者本社の熟練技術者による若い現場技術者の
技術サポート環境が充実し、若手技術者の働きやすさに
繋げている。同時に記録映像により工事過程での施工の
振り返り検証により施工課題の改善の迅速化に繋げてい
る。

図-4 堅牢タブレット

図-5 骨伝導技術の活用

写真-9 仕上がり精査（表面含水率の確認）
c.

ヒヤリハット情報の知財化（受注者）
工事管理で安全対応に必要な作業（KY活動、安全教
育）をタイムラプス映像として記録し、現場内で安全情
報の共有を図った。具体的には、安全日報や工程表と合
わせて、安全に対する指示事項がある日時の作業内容や
工種の変わり目などの作業内容をタイムラプス映像にタ
グ付け２）しヒヤリハット情報の集積環境を作っている。

図-6 通信環境の概要

7. 検証結果
写真-10 安全 PT の実施状況

今回の工事で、行った検証の結果を受注者・発注者そ
れぞれの観点からまとめる。
a. コミュニケーション環境（受注者）
映像臨場による施工管理では、発注者事務所や受注者
本社と現場事務所や現場での日常的に行えるリアルタイ
ムなコミュニケーション環境の整備により、移動レスを

d.

写真-11 高所車両の作業

段階確認検査の効率化（発注者）
施工に際して発注者の段階確認検査では、映像臨場を
活用することで、現場までの移動時間往復70分を解消し
た省力効果が得られている。また、検査時に音声と映像
でリアルタイムに現場とコミュニケーションをとり、そ
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の場で気になった部分や現場の安全状況等を把握するこ
とができる。今回の検証では、日々の段階確認検査だけ
ではなく、中間技術検査でも出来形を計測するのに映像
臨場を採用した。

写真-12 中間技術検査の確認状況

8. 考察
映像臨場の活用について、発注者および受注者ともに
日常的に活用するほど、抵抗感が少なくなっていること
が考察できる。課題として、臨場の中で現場がトンネル
や覆道だったため電波状況が不安定となりやすく、映像
や音声にノイズが発生したことや、現場内の照明等の関
係で映像が見えづらくなった箇所もあるということが挙
げられる。撮影の仕方を工夫して改善するなど新技術の
構築において、受注者・発注者の相互理解ができた点は、
今後、他工事での活用の幅を広げられるものと期待され
る。
表-1 映像臨場の活用回数
発注者
受注者
A:安全点検
4回
B:社内検査
21 回
C:段階確認
5回
D:週間会議
10 回
※2019年9月から11月末の映像臨場回数

検査することもできた

10. まとめ
今回のPRISM試行は、映像臨場を活用して遠隔地にあ
る施工現場の効率性や生産性について検証したものであ
る。当然、従来の臨場方法と比較して、映像や通信を取
り扱う上で不慣れな部分もあり、その活用当初は伝達が
上手くいかないことも多くあったが、映像臨場の抵抗感
が少なくなるにしたがって、すぐに現場を確認出来る便
利さが様々な検査への採用に繫がったと考える。
しかし、建設業ではこの不慣れな部分がクリアできず、
ICT/IoT化への拒絶感に繋がっていたのも事実である。
働き方改革で労働生産性の向上が求められる建設業にお
いては、急激に革新していく通信技術やICT技術との付
き合い方をどのように上手く対応するかが課題となって
くる。本試行のように、日常的に映像臨場を活用するこ
とへ抵抗がなくなっていけば、建設業のICT/IoT化への
促進への期待に繋がると確信している。
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9. 映像臨場から得られた効果
実施結果から映像臨場の効果をまとめる。
・ 映像臨場は、現場臨場と同程度の現場把握が可能で
あった
・ 映像臨場により移動レスが実現できたことで、受注
者・発注者共に移動時間が削減できた
・ 携帯電話の電波が繋がるところであれば接続可能な
ため、容易に使用することができた
・ 受注者・発注者共に、いつでも携帯で現場の状況が
確認でき、日常的な現場の確認や見守り効果が向上
した
・ 時間を調整し、発注者・受注者本社・現場の 3 者で
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