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不感地帯におけるＩＣＴの施工事例について
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山本 典隆
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西本 広行

現在事業中である北海道横断自動車道陸別IC～陸別小利別間は主に山間部を通るルートとな
っており、携帯電話不感地帯が多い地域となっている。
今年度実施した北海道横断自動車道陸別町小利別改良工事においても携帯電話不感地帯での
工事であり、現場内の通信網を確保することが課題であった。本報告では不感地帯における「WiFi」を用いたICT工事の施工事例について紹介する。
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１. はじめに
我が国は人口減少時代を迎えているが、そのなか
でも、北海道は、とりわけ全国を大きく上回るペー
スで少子高齢化が進行しており、生産年齢人口の減
少が予測されている。
建設業は社会資本整備の担い手であると同時に、
社会の安全・安心の確保を担う我が国の国土保全上
必要不可欠な「地域の守り手」である。これらの役
割を果たすため、建設業ではこれまで成長を支えて
きた労働者が減少しても、それを上回る生産性を向
上させるために i-Construction を推進し、建設現場
の生産性を 2025 年度までに２割の向上を目指し建
設生産プロセス全体の向上に取り組んでいる。
本報告では、北海道の山間部において顕著となっ
ている携帯電話の不感地帯における「Wi-Fi」を用い
た ICT 事例と受発注者の「働き方改革」について紹
介するものである。

工事数量：掘削工 V=43,900m3（ICT 対象）
路体盛土工 V=31,100m3（ICT 対象）
植生基材吹付 A=3,100m2
補強土壁工（ジオテキスタイル）A=1,000m2
側溝工 L=960m
現場条件：陸別 IC～陸別小利別間は、山間部を通る
ルートで、携帯電話の不感地帯が多い。

図－１

工事箇所図

図－２

工事概要図

２. 工事の概要
当事務所で実施した北海道横断自動車道陸別 IC
～陸別小利別間における ICT 工事の実施箇所および
工事の概要を次に示す（図-１，２）。
工 事 名：北海道横断自動車道 陸別町 小利別
改良工事
事業目的：高速ネットワークの拡充による釧根圏及
びオホーツク圏と道央・十勝の連絡機能
の強化を図り、地域間交流の活性化及び、
国際拠点港湾苫小牧港、新千歳空港等へ
の物流の効率化等の支援を目的としてい
る。

Yoshimoto Rikuto, Yamamoto Noritaka, Nishimoto Hiroyuki
－ 651 －

３. 不感地帯の状況と課題
(1) 不感地帯の状況
本工事箇所は山間部に位置し、この区間における
標高差は H=35m と起伏に富む地形である。
標高の高い切土工区においては、一部のごく狭い
範囲にて携帯電波が微弱に受信できるが総じて通話
可能な範囲は少ない。また、標高が低く橋台が存在
し、施工範囲が狭隘な盛土工区においては携帯電波
を受信できない状況にある(図－３)。

図－３

データ送受信を目的として、通信環境改善ソリュー
ション「Solution Linkage Wi-Fi」
（以下 SL-WiFi）の導入を行った。
SL-Wi-Fi とは、携帯電話の LTE 回線を受信できる
箇所に「親機」を設置し、通信状態の悪い箇所に設
置する「子機」へと Wi-Fi を中継して Wi-Fi ネット
ワークを構築する技術で、
「子機」の増設によりカバ
ーエリアを拡張することが可能である。
(2) SL-Wi-Fi 設置
SL-Wi-Fi の設置にあたっては、携帯電波の受信
状況を詳細に確認し、安定した電波を得られる箇所
に親機を配置した（写真－１）
。また子機について
は不感地帯を網羅するように日宗橋の橋台起終点に
２機を配置した（写真－２）。

携帯電波状況図

(2) 不感地帯の課題
携帯電波が受信できるごく狭い一部の範囲では、
通話可能であるが、盛土工区とは標高差が大きく、
安定した通話を行うことが難しい。
このため、通話を安定して行うことが可能となる
位置まで 7 分かけて移動しなければならず、緊急時
の連絡・通信体制に影響が生じることに加え、リア
ルタイムな情報の入手および伝達が難しく、受注者
と連絡が取れないことがあるため、緊急時の連絡等
に支障をきたしている(図－４)。

写真－１

写真－２

図－４

SL-Wi-Fi

SL-Wi-Fi

親機設置状況

設置箇所図

(3) Wi-Fi 受信状態
SL-Wi-Fi の設置により、不感地帯であった盛土
工区の全域が LTE 回線による携帯電波を受信できる
ようになり、不感地帯が解消された。
SL-Wi-Fi の特徴としては、GPS-GNSS を用いる衛星
電話などと違い、橋台や橋桁、樹木などに近接した
比較的電波を受信しにくい位置においても電波の受
信が可能となった。このため、SL-Wi-Fi により構築
された Wi-Fi エリア全域において、インターネット
が利用可能となった。

安定通話可能位置図

４. 通信環境改善ソリューションの導入
(1) Wi-Fi の導入
本現場では、緊急時の連絡・通信体制とリアルタ
イムな情報入手を目的とし、インターネットの活用
と、インターネット電話による通話および画像等の

５. SL-Wi-Fi 導入効果
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(1) インターネット電話
不感地帯の解消にともない、インターネットの利
用が可能となったことから、インターネット電話を
活用した緊急時の連絡・通信体制を構築することが
できた。
これにより、受注者間における連絡調整や資材の
搬出入などの連絡がリアルタイムに実施できること
に加え、工事現場において発生した問題点や施工に
おける疑問点などを画像や動画で送付し確認するこ
とが可能となった。
インターネット電話の特徴としては、文字による
会話と音声による通話のほかに、画像や動画が転送
でき、画像への線や文字の書き足しが可能なほか、
既読・未読の確認やグループトーク機能など、多彩
な機能が搭載されていることが上げられる。
インターネット電話には、一般に広く認知されて
いる「Skype」や iPhone の「FaceTime」、Google の
「ハングアウト」などがあるが、本現場では、受注
者が既に社内において利用していたことから、ビジ
ネス版の「ＬＩＮＥ」を導入することとした（写真
－３）。

Wi-Fi によるインターネット環境を利用して、VRS 測
量（ネットワーク型 RTK-GNSS 測位方式）による ICT
土工を適用した。
VRS 測量は国土地理院から提供される「電子基準
点」をもとに仮想基準点を設置し、補正情報配信会
社から Wi－Fi で補正情報を ICT 建機に送るもので、
RTK 測量と違い、基地局を設置する必要がなく、上
空が開けていれば利用することが可能である。
これにより、基地局設置と維持管理に要する費用
および労働力を削減することができた(図－６)。

図－６

VRS 測量

概念図

(3) ＷＥＢカメラ
本工事の現場事務所は、通信環境や借地取得の関
係で工事現場より 6.5km 離れた位置にあり、現場ま
での移動には 10 分ほどを要する。また、受注者の会
社は帯広市内にあり、距離にして 115km、現場まで
は 2 時間 30 分もの時間を要する。
これらの移動に係る時間を削減し、生産性を向上さ
せることを目的として、工事現場にＷＥＢカメラを
設置した（写真－４）
。
写真－３

ビジネス版 LINE「LINE-Works」画面

(2) ICT 施工
橋台背面の盛土および盛土端部の補強土壁工の施
工において ICT 土工を適用しようとする場合、従来
方式の RTK 測量(RTK-GNSS 測位方式)を用いると、橋
台が支障となり、GPS-GNSS 衛星からの測位情報が受
信できなくなることがある。そのため、固定局の増
設や施工進捗に合わせた移動が不可欠となるため、
費用や管理の増加に加えて、移動による精度の低下
等のリスクが増加する(図－５)。
写真－４

図－５

RTK 測量

概念図

本現場では安定した ICT 施工を実施するため、SL-

ＷＥＢカメラ

設置状況

これにより、現場に臨場しなくても工事の進捗状
況等を確認することができるようになり、事務所で
デスクワークを行いながら監督することが可能とな
った。
また、受注者がＷＥＢカメラを確認し、安全や施
工方法について遠隔で指示、指導することが可能と
なり、現場だけでなく受注者全体の移動に要する時
間の省力化を図ることができた（写真－５）
。
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(3) SL-Wi-Fi 運用における課題
今回は現場内に LTE 回線を受信できる環境があり、
SL-Wi-Fi 子機による中継地点が２点と少なかった
が、不感地帯の範囲が広く、中継地点数が増加する
とそれにともなう子機および電源費用に加えて、給
油など維持管理費が増加する。
また、工事の規模に応じた適用の要否について、
工期が短い現場や、資材管理の少ない現場など移動
範囲が少ない工事では、衛星電話や無線通信の利用
など従来用いられてきた技術との比較検討を行う必
要があると考えられる。
写真－５

ＷＥＢカメラによる監督

７. 受発注間の働き方改革

６. ICT 技術を活用した効果
(1) 削減日数
表－１は SL-Wi-Fi を利用した場合と、利用しない
場合を比較したものであり、それぞれで要した金額
と労働日数を表したものである。
労働日数については、工事の監理を行う建設技術
者のみを対象とし、労働者は含まずに算出した。
SL-Wi-Fi を導入したことにより、連絡体制を構築
できたことや、ＷＥＢカメラやインターネット電話
によるテレビ電話を使用できることで、現場代理人
および受注者の管理職などが遠隔で指示・指導を行
うことができるようになったことを踏まえ、これに
係る移動時間を１ヶ月間の所要日数としてまとめた。
SL-Wi-Fi を利用しない場合と比較し、１ヶ月当た
り 7.98 日の削減が図られた。
(2) 経済比較
インターネット電話の使用やＷＥＢカメラの利用
にともない、削減された建設技術者（技師(B)）の労
働日数を人件費（直接工事費）として換算した。
SL-Wi-Fi を利用した場合と利用しない場合の費
用の差は１ヶ月当たり３１万２千円の差が生じた。
これは、現場で働く建設技術者だけではなく、工
事を管理・支援する受注者にも効果が発揮され、効
率的な現場運営が図られた結果であり、不感地帯を
解消することで、生産性は大きく向上すると言える。
表－１

本現場では SL-Wi-Fi の導入により、広く普及して
いる ICT 技術の活用が可能となったことを受け、働
き方改革を念頭に遠隔管理に関する試行を行った。
試行内容としては、受注者が実施する品質証明検
査において、インターネット電話を利用した遠隔検
査を通常の検査と併用して実施したものである。
これは、ＷＥＢカメラで工事全体の進捗を現場代
理人と品質証明員が確認し、品質証明検査日を決定
する。検査は検査員が現場に臨場せずに、スマート
フォンを用いてインターネット電話のテレビ電話を
活用して検査し、検査状況は受注者の会社内でＰＣ
により確認を行った。
今回の試行においてスマートフォンを活用した理
由としては、表－２に示すとおり、普及率が高く、
高画質および低タイムラグがあげられる。
低遅延性（タイムラグ）については建設産業向け
に開発されたものにて検証し、ウェアラブルカメラ
とスマートグラスの双方で２～６秒程度の遅延が発
生したが、スマートフォンを用いたテレビ電話では
１秒に満たない程度の遅延であった。また、画質に
おいてもウェアラブルカメラとスマートグラスでは
通常３０フレーム／秒なのに対し、スマートフォン
は３０～６０フレーム／秒と高画質かつ滑らかな映
像配信が可能であった。
表－２
媒

削減日数および経済比較表

建設技術者（技師(B)）削減時間（１ヵ月あたり）単位：日
項

目

Wi-Fi導入前

通話移動 *1
事務所移動

*2

会社移動 *3
合

計

人件費額(円)

*1
*2
*3

Wi-Fi導入後

削減日数

4.65

0.00

4.65

2.50

1.67

0.83

3.75

1.25

2.50

10.90

2.92

7.98

426,000

114,000

312,000

通話可能エリアまでの移動に要する時間
現場事務所までの移動に要する時間
受注者の会社から現場までの移動に要する時間

体

カメラ適用表

普及率

画

質

低遅延性

スマートフォン

◎

◎

◎

ウェアラブルカメラ

△

○

△

スマートグラス

×

○

△

凡例：◎高い

○並

△やや低い

×低い

試行の結果としては、音声・画像ともに確認可能
であり、標尺などの尺度についてもスマートフォン
から送られてくる動画の拡大により判別可能であり、
品質証明検査は問題なく終了した。また、歩行面よ
り下部については目視よりも視認性が向上すること
が分かった。（写真－６、写真－７、写真－８）
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(1) ICT 人材の不足
ICT 技術の活用にあたり、ICT 人材が慢性的に不足
しており、受注者が実施するドローンによる航空測
量や３Ｄレーザー測量に加えて３次元設計データの
作成などの多くは測量会社などへの外注に頼るとこ
ろが大きく、ノウハウや活用方法の高度化など、建
設会社の能力として蓄積されない場合がある。この
ため、官民合わせた情報等の連携や ICT 人材の育成
と、先進的取り組みの公表などを積極的に行う必要
がある。
写真－６

スマートフォン撮影

(2) 指針・基準類の改訂
今回の試行でも判明したが、インターネット電話
などを使用した遠隔検査の実施など、生産性が向上
する取り組みがあるのに対し、指針や基準類の整備
が追いつかず、本格的な導入ができない場合も少な
くない。これらについては、ICT 技術活用の試行な
どを積極的に実施し、効果の高い技術については柔
軟に導入を検討するような制度が求められる。
以上により i-Construction が益々普及し、生産性
が向上することを期待する。

写真－７

写真－８

品質証明員

９. まとめ

検査状況

検査員モニター拡大

以上のことから、品質証明検査が問題なく実施で
きたことから、品質証明員の移動時間が短縮され、
短縮した時間を別な業務に割り当てられることから、
生産性が向上することが確認できた。
これらを踏まえると、今回の試行結果は監督職員
による段階確認や立会にも有効に活用できると判断
することが出来る。

現在、北海道開発局では機構改革として、部局本
部への人員集約が行われている段階であり、今後は
工事現場の臨場などに要する移動時間が長くなるこ
とが想定される。今回の試行内容を精査し、ICT 技
術の活用に向けて指針や基準の整備を速やかに行っ
ていくことで、一般に普及している技術を含めた
ICT 活用の促進が図られ、幅広く普及すると考えら
れる。
これにより、普及している ICT 技術を組み合わせ
た ICT 環境の更なる環境整備を加速し、生産性の向
上に寄与することで、生産年齢人口の減少にともな
う労働力不足を解消し、安全で働きやすく、魅力あ
る建設産業が構築されると考えられる。

８. 今後の課題
現在の ICT 技術の進歩は目覚ましく、次々と新し
い技術が開発されており、今後は自動運転や５Ｇと
いった次世代の技術が導入されることが予測される
中にあって、北海道の建設業界では以下の課題が残
存しており、これらの解決が今後の建設業の未来を
明るいものにしていくと考えている。
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