
特　集

　平成28年の第1回未来投資会議において、国土交通大臣が i-Construction
による建設業の生産性向上を表明し、現在、建設業界を巻き込んでの生産性
向上への取組みが、大きなうねりとなって押し寄せている感があります。特
に、団塊の世代が完全に引退する時期がすぐそこに迫る中、建設業界全体が
危機感を持って取り組んでいることがひしひしと伝わってきます。
　しかしながら、現在の状況には強い既視感を覚えます。約四半世紀前のバ
ブル末期にも、原因は異なりますが、似たような状況が見られたように記憶
しています。建築を例にとってみれば、当時未発達であったICT分野の技術
はともかくも、施工ロボットの開発・利用、ハーフPCの活用、鉄筋コンク
リート造から鉄骨造へのシフトといった取組みが行われましたが、現在の取
組みもその延長線上に位置するものが多いように見受けられます。
　残念なことは、そのような生産性向上の取組みが、バブル崩壊後ほとんど
見られなくなったことです。確かに、バブル崩壊後の建設投資は、約20年で
半減するところまで落ち込み、結果として労働力の過剰感が強まる状況の中
で、生産性向上へのインセンティブが失われた状態が続いていたように思わ
れます。日本には「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という諺がありますが、正
にそのような状況に陥っていたのではないかと感じられます。
　現在の状況は、人口減少や高齢化の進展という、前回とは異なった要因を
含んでいますが、東日本大震災以降の急激な建設投資の拡大といった側面も
大きく影響しているように思われます。今後の建設投資の推移がどのように
なるかは見通しにくいですが、ポスト東京オリンピックが一つのターニング
ポイントになるとの観測もあるようです。
　今回の生産性向上の取組みが、前回の轍を踏むことなく、将来に向けて継
続されることが強く望まれますが、そのためにも建設投資の変動に対する
バッファーをいかに用意・確保するかも視野に入れた取組みが望まれるよう
に思われます。
　今回の特集では、建築施工に係わる生産性向上へ向けた技術開発の現状と
課題について紹介します。

建築施工に係わる生産性向上へ向けた
技術開発の現状と課題
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1 はじめに

　平成28年9月、政府が設置する未来投資会議に
おいて、建設現場の生産性を2025年までに2割向
上を目指すという方針が示され、国土交通省を始
め、政府を挙げて生産性向上の取組を開始しまし
た。平成29年3月、「働き方改革実行計画」が決
定され、時間外労働規制の適用に向けて建設業の
生産性向上は喫緊の課題となっています。
　平成29年7月に「建設業の働き方改革に関する
協議会」で示された「今後の取組の方向性」を踏
まえ、同9月、官庁営繕部は、従来から品質確保

や円滑施工確保等のために進めてきた取組を含め
た「営繕工事における働き方改革の取組」として
パッケージ化し、ホームページにて公表しました

（図1）。
　この中で、直轄営繕工事における生産性向上

（i-Construction）の取組として、「ICTの積極的
な活用等」、「書類の簡素化」、「設計意図の的確な
反映」を進めていくことを明記しました。
　更に、同11月に開催された未来投資会議構造改
革徹底推進会合（「地域経済・インフラ」会合）で
は、平成30年度から建築分野にもICT導入拡大を
検討する方針とした上で、官庁営繕におけるICT
等の活用を始めとした生産性向上の推進に関する

＜建設業の働き方改革 今後の取組の方向性＞

○ 適正な工期設定
・「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」に基づき、「建築工事適正
工期算定プログラムＶｅｒ．2（日建連）」を活用した適切な工期設定、工期延期

・設備工事の適正な工期確保のため、概成工期（受電時期の目安）の設定、建築
工事の工程表による設備工事の施工期間確保の確認に同プログラムの活用

○ 週休２日の推進
・建築工事標準仕様書において週休２日を適用

・原則、週２日現場閉所の試行とともに、週休２日工事をモニタリング

○ 施工時期の平準化
・予算取得の国債化（適正な工期確保にも寄与）、余裕期間制度の活用

・長期国債の活用などにより、年度末に集中する完成時期の分散化

○ ICTの積極的な活用等
・BIM活用・施工合理化工法の施工者提案による採用

・民間で進められている施工合理化工法の評価、標準化の検討

○ 書類の簡素化
・書類の簡素化（現場での運用の徹底）、国の統一基準として工事の標準書式を制定

・ICT活用などによる書類作成及び情報伝達の効率化方策の検討

○ 設計意図の的確な反映 （建築固有の対応）
・遅滞ない設計意図伝達（施工段階の設計）のため伝達時期を遵守する旨を規定

・各施工計画段階で施工図等に設計意図を的確に反映するため、工事契約後に
決定すべき事項を適時に確定する仕組みを検討

○ 予定価格の適正な設定
・営繕積算方式において法定福利費・安全衛生経費を適切に計上

① 適正な工期設定・施工時期の平準化
・時間外労働の上限規制に対応できるよう､
週休２日を前提とした適正な工期設定によ
る工事の発注や施工時期の平準化を推進

② 社会保険の法定福利費や安全衛生
経費の確保
・適正な工期設定に伴うコスト増加のしわ寄
せが必要経費の削減に繋がらないよう、社
会保険の法定福利費や安全衛生経費を含
んだ適正な請負代金による契約を徹底

④ ガイドラインの策定・周知

⑤ 不適正な工期への対応の強化

⑥ 民間発注者への支援等

⑦ フォローアップ

③ 生産性向上（i-Construction）
・工事現場における生産性向上を図る観点
から、ＩＣＴの積極的な活用や書類の簡素化
を推進

（凡例 ： 既往・継続の取組－青字 新たな取組－赤字）

＜直轄営繕工事における取組＞

建設業の働き方改革における今後の取組の方向性を受け、直轄営繕工事における働き方改革の取組をパッケージ化

図1　営繕工事における働き方改革の取組
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取組項目を具体的に示しました。
　本稿では、官庁営繕として生産性向上の推進に
取り組むにあたって整理を行った建築分野の特徴
及び営繕工事における具体的な取組を紹介しま
す。

2 建築分野の特徴

　「平成29年度建設投資の見通し」（国土交通省総
合政策局調べ）によると、建設投資全体に占める
建築分野の投資割合は約55%となっており、土木
分野の投資額より多くなっています。一方で、土
木分野の投資額の約8割が公共投資であるのに対
し、建築分野では民間投資が約9割を占めていま
す（図2）。

【土木 24.7兆円（45%）】 【建築 30.2兆円（55%）】

公共
（19.1兆円）

民間
（5.6兆円）

公共（3.1兆円）

民間
（27.1兆円）

10%

77%

23%

90%

【建設投資総計 55.0兆円】

図2　建設投資全体の部門別割合

　このため、これまで ICT 等の導入については、
民間工事で普及したものを営繕工事にも取り入れ
ていく受注者提案型の施策を進めてきました。平
成26年度から営繕工事に導入している BIM
（Building Information Modeling）などがその例
です。
　官庁営繕には建築分野において先導的な役割を
果たすことが求められていることから、これまで
も様々な施策に取り組んできており、生産性向上
の推進においても先導的な役割が期待されていま
す。
　また、土木工事と比較して、建築工事は建築、
電気、機械及びそれぞれの専門工事も含めると関
連する専門分野が多岐にわたり（中央合同庁舎第
8号館の現場では一次下請だけでも119社が参
画）、多様な関係者間の遅滞ない合意形成と建築

工事現場の合理化が求められています。
　更に、建築分野全体へ生産性向上の取組を普及
するため、大手建設業者中心で技術開発が行われ
ている建築ICT技術の活用について、中小建設業
者への水平展開を行うことや、他の発注者との情
報の共有が求められています。
　これらを推進するため、平成29年11月に開催さ
れた「地域経済・インフラ」会合において官庁営
繕におけるICT等の導入を始めとした生産性向上
の推進に関する取組項目を次の⑴から⑶に整理
し、具体的に示しました。

⑴　営繕工事における生産性向上の推進に向けた
取組

・生産性向上に向けた施工合理化技術の導入に関
する施工者の提案を積極的に採用

・ICT等の活用による遅滞ない合意形成及び書類
作成の手間の縮減

・工程管理の改善のため、工期算定プログラム等※

の活用、週休2日工事のモニタリングを実施
※建築工事適正工期算定プログラムVer 2（日建連）等

⑵　施工合理化技術の導入を考慮した基準類等の
整備

・施工合理化技術の導入を優位に評価するよう、
「営繕工事成績評定実施要領」の運用方法を改
定※

※ 工事成績評定への加点により、施工合理化技術を導

入した企業を次回以降の入札時に優位に評価

・i-Constructionに対応した基準類の改定
（電子納品要領（設計・工事）・BIMガイドライン）

⑶　公共建築工事・民間建築工事への水平展開の
支援

・全国営繕主管課長会議等を活用し、公共発注者
間で情報共有・周知

・日建連と連携し、「いつでも・だれでも」採用
可能な施工合理化技術※について、中小建設業
者等への普及を支援
※ 日建連において省人化事例集を整理・公表し、中小

建設業者等に対する技術の普及を予定
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　⑴から⑶の整理にあたっては、基準類の改定、
工程管理の改善、施工合理化技術の活用、情報共
有・周知などICT技術に限定せず生産性向上に資
する施策を広く取り入れています。
　これらの取組項目を①設計段階、②施工計画段
階、③施工段階、④検査段階といった建築生産プ
ロセスに沿って具体例を落とし込んでイメージ化
したのが図3です。
　従来、図3下段のように従来技術で実施してき
た建築生産プロセスを、図3上段のようにICT等
を活用することで、建築の生産性向上を図りま
す。 次 節 で は、 ① ～ ④ の 段 階 毎 に、 営 繕 版
i-Constructionの主な具体的な施策を紹介しま
す。

3 営繕版 i-Constructionの具体的な施策

①設計段階（施工合理化技術を反映した設計）
　建築工事においては、建築士が設計図書を作成
し、設計内容が建築基準法等に適合することにつ
いて特定行政庁の確認を受ける必要があります。
また施工者は、その設計図書どおりに建物を建
て、特定行政庁の検査を受ける必要があるため、
軽微なものを除いて設計内容の変更を伴う提案を

行いにくい環境にあります。
　そこで、①の設計段階から設計者が、現場作業
の生産性向上を図るため、例えばプレキャスト等
の施工合理化技術を反映した設計を行うことが有
効となります。
　どのような施工合理化技術があり、その効果や
コストがどの程度であるか等の調査を平成30年度
から31年度の2ヵ年で実施する予定です。

②�施工計画段階（建築生産に携わる多様な関
係者間の遅滞ない合意形成）

　建築工事においては、関係者が多岐にわたるこ
とは前述したとおりです。②の施工計画段階で
は、この多岐にわたる関係者間での合意形成を円
滑かつ遅滞なく行い、手戻りを防止することが生
産性向上に有効となります。情報共有システム

（ASP）やBIMの活用はそのための有力なツール
となります。
　図4はBIMの活用事例です。従来、建築現場で
は、建築、電気、機械の各工事の情報を2次元の総
合図に重ね合わせ、関係者間での調整を行うのが
一般的でした。それが、図4右側のようにBIMを
活用し3次元データ上で重ね合わせることで、従
来の2次元図面ではにわかには分からなかった部

下請・専門工事業

設計 施工計画 施工 検査従来方法

生産性向上

手作業による写真整理

施工図作成

建築 電気 機械

総合図作成
すり合わせ・確認
（建築・電気・機械）

製作図製作図製作図製作図製作図

建築・設備図面のすり合わせ・確認の繰り返し

設計 施工計画 施工 検査

④ 工事関係書類の
簡素化

③ 「施工合理化技術」の導入
及び工程管理の改善

・電子小黒板等の
ICTを活用し、
工事関係書類の
作成手間を削減

標準的な工法
（コンクリート打設）

① 「施工合理化技術」を
反映した設計

・プレキャスト等の採用により
現場作業の生産性を向上

プレキャストの例

② 建築生産に携わる
多様な関係者間の
遅滞ない合意形成 ・「現場作業」から「ユニット化」へ

・「人の作業」から「自動化施工」へ・ ASP※1等の活用による
情報の一元管理
・ BIM※2等の活用による
遅滞ない合意形成

※1 Application Service Provider の略
※2 Building Information Modelingの略

出典：施工者のための電子小黒板
導入ガイド（日建連）

※ 例：建築工事適正工期算定プログラムVer2 （日建連）

・工期算定プログラム等※の活用
・週休2日工事のモニタリングの実施

標準的な工法
（鉄筋結束）

【工程管理】
前工程の遅れが
後工程となる工種の
工期にしわ寄せし、
突貫工期や
土日作業の
原因となることがある

施設管理者・発注者・設計者・施工者（建築・電気・機械等）と関係者が多岐にわたる

発注者 施設管理者 建築 電気 機械設計者施工者

多岐にわたる下請・専門工事業者

ELV

溶接ロボット鉄筋先組工法

図3　建築分野における建設生産プロセスの生産性向上イメージ
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材の重なり部分が可視化されます（干渉チェック）。
　これにより、発注者や施設管理者を含めた様々
な技術レベルの関係者でも施工内容の理解が容易
となり、合意形成や承認行為を円滑かつ遅滞なく
行い、手戻りを防止することが可能となります。
　このような施工段階でのBIM活用を推進するた
め、官庁営繕版BIMガイドラインに施工段階の
BIM活用に関する記載を充実する改定を行い、
BIMモデルの電子納品に対応するための電子納品
要領等の改定を行うほか、平成30年度発注工事に
おいて施工BIMを試行する予定です。

③�施工段階（施工合理化技術の導入及び工程
管理の改善）

　③の施工段階では、設計内容をどのような方法
で施工するかについては、請負工事である施工者
の判断に委ねられています。
　そのため、図5に例示するようなプレハブ化、
ユニット化、ロボットを活用した自動化施工など
の提案を施工者に促すため、平成29年12月、これ
らの施工合理化技術の採用に対して工事成績評定
での加点評価を確実に行うための運用の改定を行

いました。

④検査段階（工事関係書類の簡素化）
　④の検査段階では、従来、工事写真の改ざん防
止の観点から電子小黒板の採用が見送られていま
したが、平成29年3月から営繕工事でも活用可能
となり、既に実際の工事で採用され始めていま
す。
　工事写真の整理など、工事関係書類の作成手間
を削減できるため、生産性の向上に有効です。

4 おわりに

　人口減少時代を迎え、生産年齢人口も減少する
中、建設業がその役割を果たすためには、業界を
挙げて生産性向上と担い手確保に取り組まなけれ
ばならない状況です。
　国土交通省は、2018年を「生産性革命・深化の
年」と位置づけ、建築分野にもICTの導入を拡大
する検討を開始しました。官庁営繕は、業界団
体、各省庁、地方公共団体とも連携して生産性向
上の推進に取り組みます。

ＢＩＭの活用 精度の高い３Ｄ図面により、施工部位の干渉チェック等が容易に実施可能

総合図作成による整合性の確認 BIMを活用した干渉チェック

干渉部分の可視化

従来方法 生産性向上

図4　施工計画段階におけるBIMの活用事例

自動化施工プレハブ化・ユニット化

例：溶接ロボット例：鉄筋先組工法

図5　施工段階における施工合理化技術の活用事例
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1 はじめに

　2015年、（一社）日本建設業連合会（以下、「日
建連」という）は、「再生と進化に向けて－建設
業の長期ビジョン－」を発表し、多年にわたる
様々な建設産業の歪みや高齢化社会到来により、
担い手である建設技能労働者が125万人も大量離
職するとの未来予測を発信し、このままでは建築
生産体制は破綻すると警告した。これが、日建連
における生産性向上活動のすべての原点である。
　日建連は、長期ビジョンの中で建設投資額は51
兆円（2015年）を維持すると予測した。この需給
アンバランスにどう対処するのか。日建連は、
2025年までに10％生産性向上による35万人の省人
化と建設業の魅力発信による90万人の入職者確保

を掲げ、このギャップの解消への努力を、いち早
く業界に投げかけた（図1）。

2 日建連生産性向上活動の方向性

　建設投資額51兆円のうち、日建連建築本部委員
会55社の占める額は8.7兆円、シェア17％である。
これを設計区分別に層別すると設計施工は4.2兆
円、他社設計は4.5兆円となった。
　こうして見ると、日建連の生産性向上活動が建設
産業全体に貢献できる規模は限られているかもし
れない。しかし、建築生産は「多くの人が携わり、も
のづくりをする産業」である。これは建設業全体の
共通事項であり、ハード・ソフト技術の更なる進化
を追求するとともに、働き手をマネジメントする棟
梁の世界を忘れてはならないと強く感じている。

　堀江　邦彦一般社団法人日本建設業連合会　建築本部施工部会生産性向上専門部会　主査
（株式会社竹中工務店　生産本部　専門役）

図1　日建連「建設業の長期ビジョン」及び施策の及ぶ想定規模
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建設投資額 （兆円）

（万人）

（年）

464

75.2
（兆円） 予想

1997年⇒2014年

26％減

2014年⇒2025年
入職者がいなければ

37％減

省人化35万人

入職者90万人

51.0 持続

343
8.7兆円

4.2兆円
必達305

215

建設投資51.0兆円

16.0兆円

（全国の建築着工額）

日建連 -建設業の長期ビジョン- （2015年3月）掲載データに基づき作成

55

＜2025年の仮定＞
2015年と同額

日建連建築55社

生産性向上の起点は2014年 ここから10％生産性向上 55

内、建築
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3 歴史的な大きなうねりを振り返る

（1）近年の国家的な取組み
　2015年末以来、内閣未来投資会議による「2025
年建設現場の生産性向上20％達成」、国交省 

「i-Construction」、日建連「生産性向上推進要
綱」と、「生産性革命」に係わる国家的施策が
次々に打ち出された。加えて2017年には「働き方
改革」、2018年には「人づくり革命」が続き、か
つてない大変革期が到来している。そして、すべ
てが歯車のように生産性向上に連動している。
（2）1990年代～ 2025年の歴史的な潮目
　建築の歴史を振り返ると、時々の時代背景を反
映して、能動的に新しい考え方や手法を取り入れ
てきた。そのいくつかの潮目を追った（図2）。
＜潮目の変化1：ハード系＞
　古くは1990年代のバブル期に技能労働者不足を
経験し、以来、省人化工法は必須事項となった。
＜潮目の変化2：ソフト系＞
　2013年頃からはフロントローディングによる設
計・生産プロセス改革やBIM・ICTによる情報革
命が台頭し始め、変革スピードが速まっている。
＜潮目の変化3：人中心のマネジメント系＞
　一昨年にはこれまで俎上に上ったことのない作
業所長マネジメント力による魅力ある建築生産の
場づくり・人づくりに焦点が当たった。

＜潮目の変化4：デジ・ファブ系※＞
　最も新しい潮流としては、AIやIoT・ロボット
といった高度デジタル化への挑戦が始まっている。
＜潮目の変化5：国家的仕組み（将来予測）＞
　シンガポールは2001年からBUILDABILITYとい
う国家的な生産性向上制度に取り組んでおり、形
を変えて10年後には日本への導入も予想される。

※デジタル ファブリケーション

4 日建連　生産性向上の基本方針・重点方策

　2016年、日建連施工部会は、これらの潮流を踏
まえた議論を展開し、三つの基本方針と優先順位
を定めた三つの重点方策を策定した。
＜基本方針＞
Ⅰ．ハード／ソフト技術の進化及び裾野拡大を図る
Ⅱ．最先端デジ・ファブ技術を建築生産に取り込む
Ⅲ．魅力ある建築生産の場づくり・人づくりを推進する
＜重点方策1　すぐに取り組む自助努力＞
①作業所長による魅力ある場づくり・人づくり
②省人化汎用ハード・ソフト技術の普及・展開
＜重点方策2　じっくり取り組む生産性革命＞
③ものづくりの根幹たる図面力の回復
④フロントローディングによる設計生産プロセス改善
⑤デジタル ファブリケーションへの挑戦
＜重点方策3　国家的な制度化への働きかけ＞
　以下、重点方策の①から④を説明する。

図2　生産性向上の25年の歴史と2025年に向けた施策の視点

1990 ～ 2016 2017 2018 2019 2020～2025

日建連施工部会（業界スタンダードの推進）

国家

ゼネコン各社

海外

ハード系 ＋作業所ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力＋高度ICT化
潮目の変化２

2013.1 設計生産プロセス改革・ソフト技術改革

1990年代 超バブル期の生産力不足対策
「複合化工法の創出」

2016.6 政府骨太方針 閣議決定

施策実行

1993年 複合化工法の普及展開
（複合化率・省人化率競争）

＋ソフト系 ＋国家的しくみ？

2001. 建設労働者削減 法制度施行（設計段階で生産性を加味する）

2017.1 新３か年方針着手

潮目の変化３・４

2016.3生産性向上専門部会設置

2016.4 日建連生産性向上推進要綱Ver.1発行
業界

潮目の変化５

（さらなる進化）
フロントローディング
BIM(3DｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄCAD)
ＩＣＴ技術の活用展開

潮目の変化１

日本への逆輸入？

2016.9 政府 未来投資会議（20％生産性向上）

導入準備 シンガポール「BUILDABILITY制度」施行 いまなお発展の一途

さらなる進化デジタル ファブリケーション
AI・IoT・次世代建設ロボット等

シンガポール政府に
ノウハウ説明

さらなる進化魅力ある建築生産の
場づくり・人づくり

日建連会員各社による
確実な施策の実行

2015.11 国交省 i-Constructionの取組を発表
2016.3 国交省 生産性革命本部設置 i-Constructionの推進
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5 重点方策1　すぐに取り組む自助努力

（1）�作業所長による魅力ある場づくり・人�
づくり

　「棟梁を源とする日本の建築方式」においては、
現場の長である作業所長は“扇の要”であり、そ
の総合的なマネジメント力によって、作業所の生
産性向上や魅力創出が大きく変わってくる。
　2018年に入り「人づくり革命」が声高に言われ
るようになってきた。政府が進める具体策とは異
なるが、建設業は、未来永劫、多くの「人」が携
わって生産する産業である。施工部会はこの点に
着目し、作業所長を中心とする「魅力ある建築生
産の場づくり・人づくり」を最重要課題と位置付
け、活動をスタートした。
●作業所長マネジメント力の共有の場
　2016年より毎年秋季に、日建連会員各社から厳
しい選考を経て推薦された作業所長4名に登壇し
ていただき、作業所長講演会を開催している。
　2017年度は、国交省、ゼネコン各社、大学生な
ど、275名にお集まりいただき、それぞれの作業
所長の個性ある講演と続いてパネルディスカッ
ションを行った。
　いずれの作業所長も現場には働きやすい環境の
整備や作業員のモチベーション向上、現場への愛
着精神・責任感の醸成が不可欠であると強調され、

作業所長のマネジメント力がいかに現場の魅力づ
くりや生産性に寄与するかを様々な場面で熱く語
られた。
①田和所長（清水建設㈱）の講演より
・ 「図面」と「墨出し」が現場の基本であり、職

員には、図面は与えられるものではなく、自分
で描くものであると指導している（p16参照）。
②由利所長（三井住友建設㈱）の講演より
・ 見られる現場から「魅せる現場」となるよう意

識改革に取り組んでいる。
③北村所長（鹿島建設㈱）の講演より
・ 細部にわたってこだわり、現場の設えは“凛と

して”常に視えるように心掛けている。
・ 図面の不整合ゼロを目指し、BIMを設計から施

工まで一貫して使用している。
④沢井総括所長（㈱竹中工務店）の講演より
・ 所員や協力業者とのWin－Winの関係をつくり、

計画段階から協力業者と共同で省人化技術の取
込みを計画している。
●活動の水平展開
　建築業界において重要であると認識はしていて
も、これほど「作業所長のマネジメント力」に焦
点を当てた啓蒙活動はおそらく皆無である。
　講演会の模様はビデオに収録し、会員各社に配
布した。これを題材に多くの人達が触発されて、
日々の作業所活動に活かしている。

図3　作業所長のマネジメント力向上（2017年10月31日　作業所長講演会）

BIMは働き方改革を起こす可能性

の宝庫

設計段階こそ全力投球！！

A3方眼紙にフリーハンドスケッチ
“口先”で仕事をしない習慣を付
ける

２７５名の聴衆が４人の講演に
共鳴し、作業所長マネジメント
の重要性を認識した

現場で働いている本人がいきいき
と仕事を出来れば何千人という関
係者が建設業へ好印象を持ってく
れると常に考え行動する

皆でそれぞれの役目を果たし、
作品をつくりあげていく。
作業所、会社を超えて、建設業
という家族を広げていく。

鹿島建設㈱ 北村所長 清水建設㈱ 田和所長 ㈱ 竹中工務店 沢井総括所長 三井住友建設㈱ 由利所長

建築コスト研究　No.101　2018.4　　13

日建連会員各社が取り組む建築分野における生産性向上



●作業所長マネジメント力を科学する
　作業所長のマネジメント力を科学的に捉えるこ
とを試みている。マネジメント力には、ハード

（テクニカルスキル）とソフト（マネジメントス
キル・ヒューマンスキル）があり、年齢と経験と
ともに厚みを増していく。このうち作業所長が鍛
錬しなければならないのは、課題を次々に解決す
るソフトマネジメント力である（図4）。
●ソフトマネジメント力を計る
　そこで、ソフトマネジメントに必要な資質を10
項目挙げ、それぞれの定義を明確化するととも
に、客観的に5段階評価ができるようにした（表
1）。これにより標準レベルから理想的レベルま
で作業所長像を数値化できるようになり、個人の
強み・弱みを見える化することが可能となった。
●若手と模範作業所長の違いを発見する
　前述の第2回作業所長講演会に登壇した作業所
長4名と某ゼネコンの新任作業所長19名に自己評
価してもらった（図5）。その差異が、ゴール設
定力、コミュニケーション力、リーダーシップに
おいて見事に表れた。その違いは、模範作業所長
としての、日々実践するベストプラクティスに表
れている。
　施工部会は、今後も広く業界全体から模範とな
る作業所長を見出し、講演会などの場を通じてノ

ウハウを披露していただくことにより、将来を担
う次世代作業所長の成長過程に寄与していきたい。

図4　作業所長のハード・ソフトマネジメント

図5　作業所長マネジメント力のレーダーチャート
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表1　作業所長に求められる10のマネジメント資質

No.

～59％ 60～79％ 60～79％ 60～79％ 60～79％ 60～79％ 80％～

作業所長に求められる10の資質  評価グレード（５段階 ＠0.5ピッチ）

魅力的な強みが多く人望
も厚く、社内外からの信
頼が高い。

魅力的な強みが多く人望
が厚く、社内外からも信
頼が高く、目標とされて
いる。

魅力的な強みが多く人望
が厚く、社会的なカリス
マ的な存在や憧れとなっ
ている。

10 人間的魅力
思いやり・心配り・誠実・
懐の深さ・スタイル
言葉・性格・感性など

面白くない・薄情・
冷徹・殺伐・
ありきたり

魅力的なところがあり、
関係者より信頼されてい
る。

魅力的な強みが多く、社
内関係者から信頼されて
いる。

所属本支店・協力会社・
事業主様との交流ができ
る。

全店・本社機構・事業関
係者との交流ができる。

他社を含む
建設業界関係者との交流
ができる。9 人的ネットワーク

社内外人脈・公私人脈
多分野多方面の人脈

孤独・関係薄い
交流なし・独善的

担当作業所の社内関係
者・協力会社・お客様と
の交流ができる。

地区作業所・協力会社・
お客様との交流ができ
る。

多くの担当作業所関係者
において利害関係の異な
る相手でも、合意形成で
きる。

利害関係の異なる相手で
も、当方に有利側で合意
形成できる。

どんな相手でも、WIN・
WINの交渉ができる。

8 コミュニケーション力
聴く力・伝達力・説得力・
交渉力・調整力・表現力（言葉
以外含む）など

伝わらない
言っても無駄・
決裂・誤解

真意を聴いて、伝えるこ
とができる。

担当作業所関係者に、真
意を聴いて伝えることが
でき、共感、協調を形成
できる。

担当作業所でリーダーと
なり、部下を牽引し、部
下も一丸となって活動し
ている。

本支店内・会社内でリー
ダー意識を発揮し、後進
を牽引し、部下も一丸と
なって活動している。

業界において、リーダー
意識を発揮し、後進を牽
引し、部下も一丸となっ
て活動している。

7 リーダーシップ
統率力・強い意志・推進力・
主体性・自己成長意識・貢献思
考など

まとまらない・求心性な
し・影が薄い・孤立感

担当作業所でリーダー意
識を強く持って行動して
いる。

担当作業所で、リーダー
シップを発揮し、部下を
牽引している。

相手に適した説明を行い
叱咤激励し指導してい
る。（本支店の後進、本
支店協力会社）

影日向になり、部下の多
分野に適した育成手法
を、愛情を持って提供し
ている。（業界の後進、
工事専門業者）

6 育成力・評価力
対部下指導力・対協力会社教
育・公平的評価など

後進が伸びない
利己的・不公平
見る目がない

部下に保有知識等を提供
している。（直属部下・
担当協力会社）

部下に、知りたいと思わ
せる機会つくりをしてい
る。（作業所の部下全
体、地区協力会社）

日常的な事象について、
客観的な法則や規準等に
基づき要因・メカニズム
を把握できる。

複雑な事象でも、客観的
な法則や規準等に基づき
要因・メカニズムを把握
できる。

複雑な事象でも、客観的
な法則や規準等に基づき
要因・メカニズムを把握
でき、将来予測すること
ができる。

5 論理的思考力
ストーリー構成・要因や仕組み
探究意識・客観性
洞察力など

感情的・主観的・
非合理的

論理的に事象を構成でき
る手法を習得している。

日常的な事象について、
その要因・メカニズム等
を追求している。

情報分析により傾向や特
徴、経緯動向がアウト
プットできる。

複雑な事象でも、情報整
理、因果関係やメカニズ
ムが分析できる。

複雑な事象でも、因果関
係やメカニズムについ
て、社会的に通用する分
析できる。

4
情報収集・整理
・分析力

情報選択力・統計手法スキル・
情報処理など

視野が狭い
本質つかめず

広い範囲から、必要な情
報を収集できる。

情報整理しアウトプット
できる。

標準的な作業所におい
て、様々な課題解決がで
きる。

作業所における高難易度
の課題に対し、豊富な経
験や知識を基に的確に解
決できる。

高難易度の作業所におい
て、柔軟な発想や改善提
案ができ、様々な課題が
解決できる。

3 課題解決力・応用力
豊富な引出・経験・知識・
スキル・柔軟性・チャレンジ精
神・改善・発想力など

解決できない
頭が固い

課題解決手法は知ってい
る。

作業所における課題に対
し、主体的に課題解決が
できる。

標準的な作業所での目標
達成に適した対策が立案
できる。

目標達成に適した対策が
立案でき、進捗管理が確
実に進められる。

高難易度の作業所で開発
改善的な対策が立案で
き、確実に進捗管理がで
きる。

2 戦略・戦術策定力
重点方策起案
シナリオ策定・組織構成力・
進捗管理力など

場当り的・策がない・
悪い

作業所長方針の重点方策
が策定できる。

作業所での諸課題に対
し、的確な対策が立案で
きる。

標準的な作業所での「あ
るべき姿」に対して、的
確な目標策定できる。

全社的な課題を考慮した
「あるべき姿」が策定で
きる。

社会的トップレベルのビ
ジョンが策定できる。

1 ゴール設定力
ビジョン設定・あるべき姿設
定・目的認識・目標設定・
課題抽出など

芯・筋が通らない・
志が低い

作業所長方針の目標値・
管理値が策定できる。

作業所での課題を明確に
し、的確な目標設定がで
きる。

80　 ～　 59％ 80　 ～　 59％ 80　 ～　 59％ 80　 ～　 59％

マネジメント
構成能力

関連能力
・キーワード等

欠乏状態の
イメージ

1 2 3 4 5

やってみて、教えてみて、
やらせてみせて、褒めて、
教えている。（会社の後
進・協力会社全体）
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（2）�省人化汎用ハード・ソフト技術の普及・
展開

　建築生産が驚くべきスピードで変化している現
在、自社の差異化技術に固執するのではなく、お
互いに技術や工法を共有する環境を整備すること
が業界全体の生産性向上に寄与する近道と考えて
いる。以下に示すハード・ソフト技術事例集は、
いずれも日建連ホームページにて広く公開する予
定であり、会社規模や得意分野によらず積極的な
利活用を促す。
・建築省人化事例集 108シート　4月公開予定
・設備省人化事例集 108シート　既公開

（設備部会作成へのリンク）
・お手軽便利なICTツール集 夏季公開予定　
●事例集その1　省人化ハード技術事例集
　生産性向上効果が高く、誰でも使える省人化技
術・工法108事例を収集した。これらは偏りのな
いよう、仮設、基礎、躯体、外装、内装、外構、
IT化、特殊構工法に分類し、事例採用時期や着

眼点、効果、職種等の特性を付記し、層別できる
ようにした。
●事例集その2　省人化ソフト技術事例集
　2017年末、日建連IT推進部会がスマートデバ
イス導入・展開に関するアンケートを実施した。
その結果、回答のあった50社のうち導入企業は
96％に達し、半数は直近3年以内に導入を完了し
ていた。利用用途を比較すると、図面閲覧＞写真
管理システム＞コミュニケーションツール＞検査
システムの順に使用頻度が高い（図6参照）。
　それぞれの採用アプリは多様であるが、他社採
用アプリについて機能や生産性向上効果をお互い
によく知らないことに気付いたのは意外だった。
　そこで、現在、アプリ開発メーカーからの情報
をあわせて、システムの特徴や導入メリット・デ
メリット、問合せ先などを具体的にワンシートに
まとめ、約50事例を『比較的作業所への導入が容
易な、お手軽・便利ICTツール』事例集としてま
とめつつある。

図6　省人化ハード・ソフト技術事例集

0 5 10 15 20

SPIDER PLUS(スパイ

ダープラス)

自社開発

スーパーインスペク

ター

GLYPHSHOT

e-トモ(配筋・仕上)

LAXSY

現場検査マイスター

建築・設備施工チェッ

クシステム(Winタブ…

その他

仕上チェッカー

47

39

39

39

38

29

25

18

17

11

8

1

0

1

3

0

2

1

0

0

14

22

27

29

36

8

１．図面閲覧

２．写真管理システム

３．コミュニケーションツール

４．検査システム

５．デジカメの代わり

６．プレゼンテーション

７．監視カメラ（Webカメラ）

８．安全管理系システム

９．電子野帳

１０．計測システム

その他

効果があった 導入前と変わらない 利用していない

＜検査システム＞ 2018年初夏
日建連

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
about50sheet
ﾘﾘｰｽ予定

108Ｔｅｃｈｎｉｃｓ

50Ｔｅｃｈｎｉｃｓ
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６ 重点方策2　じっくり取り組む生産性革命

（1）ものづくりの根幹たる図面力の回復
　生産性向上の根幹は「図面」にある。その図面
がCAD化（デジタル化）の進展により便利に
なった半面、実務者とりわけ若手技術者の図面力
低下を招いたと多くの会社が反省している。その
背景には次のようなものがある。
① 施工管理者自らが図面を描く機会が減り、「図

面読取力」や「図面反映力」が低下した。
②CADを専門とする施工図外注が定常化した。
③ 建築の高度化・複雑化によりハイレベルな図面

管理能力・墨出測量技術が要求されている。
　今後、BIMやICT技術が進化し、情報伝達のス
ピードアップが予測される中、図面力の維持・向
上への取組みをいかに行うかが問われている。
●図面力向上のベストプラクティスを探す
　当初、施工部会メンバー各社の教育方法のヒヤ
リングから始めたが、多くが数日の座学中心であ
り、根本的な図面力養成プランとは異なっていた。
　そこに偶然だったが、作業所長講演会に登壇し
た作業所長より “5㎜方眼ノートにフリーハンド

でスケッチを描く”ことを、信念を持って日常的
に行っているとの発表があった（図7参照）。
・現場の納り図を描くことで指示ができる。
・図面とは建物を具現化するための説明書である。
・図面は与えられるものではなく描くものである。
・より良いものを作るために図面で議論を重ねる。
・その思いを作り手にできるだけ伝える。
・作業の流れや工程に“口先”で仕事をしない。
・スケッチでのやり取りを経て初めて、原寸での

緻密な施工図（現代においてはCAD図面）に
辿り着くことができる。

　これこそ日建連として普及展開すべき図面力向上
策であると多くの人達が確信するに至ったのである。
●日建連「図面力回復運動」の展開
　スケッチを描く過程で「考える・検討する・理
解する・伝える」のプロセスが自然と生まれる。
まさに、手は第2の脳、図は万国共通、最古の意
図伝達手段、スケッチこそものづくりの根幹であ
る。同様の事例を探すと他社にもスケッチの達人
がおられた。手描き・CADなど手段は問わない。
優れた事例を日建連ＨＰに公開し、日建連全体に
スケッチ運動を展開し、図面に対する業界全体の
意識改革を図ろうと企画立案中である。

図7　図面力養成ベストプラクティスより、日建連スケッチ運動の展開へ

11

清水建設 田和所長の図面活用事例

大林組事例竹中工務店事例 大成建設事例
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（2）フロントローディングの普及・展開
　課題への取組みは、業界内での正式な定義すら
ないところから始まった。施工部会メンバー各社
や学識経験者へのヒヤリングを基に、先駆的な8
社の実例を研究し、設計施工における重要ポイン
トの炙り出しからその有り様を探った。
●フロントローディングの定義
　一般論として設計から施工まで広い職能を含む
広いレンジで次のように定義した。「プロジェク
トの早い段階でモノ決めすることにより、手待
ち・手戻りや手直しを減らし、全体の業務量を削
減することで、生産性の向上や品質の向上を図る
こと」。このうち本稿では施工の立場から見た

「有り様」を論じている。
●フロントローディングの重要ポイント
　設計施工における最先端業務フロー図を検討し、
次の五つのポイントを炙り出した（図8）。従来より
も大幅に生産サイドが設計段階に踏み込んでいる。

①作業所長の早期かつ適時投入
　基本設計段階から、施工に係る意思決定権限
を持つ生産系人材を配置し、的確に設計図書に
反映し、後戻りのない設計及び施工を目指す。
②生産情報（案）の設計への折り込み
　施工者から設計者に生産性向上策を提案す
る。特に基本設計時においては外装やPCa化や

鉄骨仕口仕様、既存地下利用など主要構造に係
わる場合が多い。
③主要専門工事業者の早期決定
　設計段階から鉄骨や外装など工場製作を伴う
工種、設備サブコンなど設計仕様に大きく係わ
る工種については、主要専門工事業者を早期に
決定し、製作図・設備施工図レベルのノウハウ
を設計図書に折り込む。
④モノ決めスケジュールの早期策定
　基本設計段階に設計者と施工者がモノ決めス
ケジュールを合意し、建築主を含む関係者全員
が手戻りのない最適タイミングを情報共有す
る。そして資材の適時発注・納品・施工を確実
に行う。
⑤施工図の早期かつ適時着手
　設計段階から施工レベルの設計・構造・設備
の重ね合わせを行い、不整合のない図面づくり
を行う。
●フロントローディングの進め方
　推進にあたっては、生産から見た生産性向上ば
かりを主張するのではなく、建築主、設計者、専
門工事業者を含む関係者全員がWin-Winの関係
となるよう、お互いのメリットの理解を得ながら
進めることが極めて重要である。

図8　フロントローディングの流れ（概略図）

詳細設計 調整

〈ＢＩＭ〉

設計者

施工者

建築主
（発注者）

基本計画 基本設計 詳細設計 調整 準備 施工

DR FL会議：デザインレビュー （設計部門における検討） ：フロントローディング会議 （設計者と施工者が参画）

企画
基本設計 実施設計

請負
契約

施工

設計BIM
設計ＢＩＭと施工ＢＩＭの連携･モデル共有

確認申請
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議

①
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粗概算提示 合意
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議

⓪
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議

②
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会

議

③

着

工

会

議

DR4DR0

施工図の早期かつ適時着手

作業所長の早期かつ適時投入

生産情報（提案）の設計への盛り込み

基準納まりの早期検討･整合確認

モノ決めスケジュールの早期策定

主要専門工事業者の早期決定
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未決事項伝達

計画

図面
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人材･組織
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従来の生産活動

ﾌﾛﾝﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

BIMモデル共有施工BIM
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7 �生産性指標KPI�
�(Key�Performance�Indicator)

　日建連は「生産性向上推進要綱」に基づき生産
性指標KPIを定め、フォローアップを行ってい
る。施工部会においても同一の考え方をベース
に、以下の定義式を用いた生産性向上の達成度評
価を行っている。

生産性KPI＝完工高（億円）／技能労働者数（人/日）
技能労働者数＝年間延労働時間／8時間/日×24日/月×12 ヵ月
完工高＝進行基準完工高

　技能労働者数は、冒頭述べた建設技能者人口35
万人の省人化と対比できるよう年間延労働時間を
1日8時間、1ヵ月実働24日、1年12 ヵ月で割っ
た、1日当たりの労働者数である。また完工高
は、その年度の施工高（進行基準完工高）である。
　グラフでは、施工部会メンバー各社のデータを、

Ｘ軸＝完工高、Ｙ軸＝技能労働者数
としてプロットしている。
●完工高と技能労働者数の相関関係（図9）
　昨年度は、プロトタイプとして8社データを基に
回帰分析した。その結果、相関性の高い単純な回帰
直線を得た。本年度は、23社にデータを拡大し、
2014年度から2016年度までの回帰分析を行った。
　その結果、原点を通り、各々相関係数Ｒ2が0.9

以上の高い相関性を持つ3本の直線が得られた。
右下のグラフを見ると3ヵ年推移が分かる。
年々、勾配が下がっており、1兆円当たりの技能
労働者数が減少していることが顕著に分かる。
　これらの分析を基に2年間の省人化効果が下図
内の計算式のように算定できた。
1兆円当たり省人化人員 ▲6,100人／日／兆円

完工高当たり省人化人員 ▲3.1万人／日

　金額の要素が入ると市況によって左右されると
の議論がよく出るが、最終的に省人化人員数とい
う絶対値での評価となるので、市況とは無関係と
なる。これで、誰でも容易に理解可能な省人化効
果の見える化の筋道ができた。

8 おわりに

　2017年度の生産性向上活動は、具体的なコンテ
ンツの深堀りに邁進した。先頃、日建連より「多
様な発注方式」というパンフレットが発行された。
私達はいかなる方式においても生産性向上に臨め
るよう、今後、関係者に働きかける所存である。

　最後に、本稿をまとめるにあたり日建連生産性
向上専門部会メンバーにご協力いただきましたこ
とに感謝の意を表します。

図9　完工高対技能労働者数（施工部会23社）の相関性推移より省人化人員数算定

２０１４年度

２０１６年度

新築⼯事に限定（進⾏基準）
施⼯部会26社より有効データ23社を分析

●省人化人員数の算定

＜2014年度～2016年度＞

（１）完工高１兆円当りの効果把握

2014年度 3.59＊10,000 = 35,900人／日／兆円

2016年度 2.98＊10,000 = 29,800人／日／兆円

１兆円当たり長省人化人員 ▲6,100人／日／兆円

生産性向上率 17％＞日建連目標10％

（２）省人化人員数（@新築工事と見做した場合）

2014年度 35,900人／日／兆円＊7.9兆円＝28.4万人／日

2016年度 29,800人／日／兆円＊8.5兆円＝25.3万人／日

完工高当たり省人化人員 ▲3.1万人／日省人化

（2017年03⽉報告）

※ 就労者数（⼈／⽇）／ 全受注⾼（億円）
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1 はじめに

　現在、日本建設業連合会の推計によれば、2014
年に343万人であった建設技能労働者が、2025年
度までの10年間に128万人の大量離職が発生し、
このままでは215万人に減少するであろうと言わ
れており、生産性の向上が喫緊の課題であること
は言うまでもない。しかしながら、作業所は一日
として同じ作業状況にはなく、毎日常に変化して
いるため、ただ生産性の向上ができればすべての
課題が解決するとは言えない。そこで生産性の向
上と合わせて必要となるのが、作業所長のマネジ
メント力である。
　「人生の方程式＝考え方×熱意×能力」とする
ならば、建設事業では個人の考え方や能力が生産
性の向上にあたり、その熱意が作業所長のマネジ
メント力にあたると考えられる。そのマネジメン
ト力には、ハードマネジメント（テクニカルスキ
ル）とソフトマネジメント（マネジメントスキ
ル、ヒューマンスキル）があるが、作業所長は

トップマネジメントの領域にあり、特にソフトマ
ネジメントが大きく関与している（図1）。
　本稿では、筆者が2014年～ 17年に担当した
「ささしまライブ24地区グローバルゲート工事」
（写真1）を例に、二つのマネジメント力―ハー
ド面とソフト面について報告する。

写真1　グローバルゲート外観（ウエスト棟・イースト棟）

2 ハード面のマネジメント力

　ハード面における生産性向上とは、残すべきも
のは残し、検証してやり方を直すべきものは直す
ことであり、つまり過去のやり方を変えることで
ある。そのハード面の手法について、以下に示す
四つの事項で説明する。
2.1　フロントローディングによる生産性向上
2.2　省人化・省力化の推進
2.3　協力会社との共同計画
2.4　BIM推進・ICTの積極活用

図1　�作業所長のマネジメント力の把握・見える化・継続的改善
のしくみ構築～ソフトとハード～
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2.1　フロントローディングによる生産性向上
2.1.1　社外に対するフロントローディング
　これは、準備工事段階に諸官庁と協力して、ス
テークホルダーが互いにWin-Winとなる最適な
施工条件を構築していくことである。
　その実例として、準備工事時に多数の地中障害
を発見した際、元土地所有者の所轄官庁と建築主
と協議を重ね、確認申請以前に、先行鋤取りや地
中障害搬出の許可を得ることができた（図2）。
　また、所轄官庁では敷地外へのバックアンカー
工法は原則不可であるが、公共性の高い建物であ
ることを理解していただき、工法採用の許可をい
ただいた（図3）。
　ここでは、ステークホルダーに対して工事につ
いて十分な説明を行うことで、お互いにメリット
のあることを考察・共有することが肝要である。

2.1.2　�設計施工の強みを活かした設計への生産
情報フィードバック

　今回の建物は、ウエスト棟、イースト棟、そし
てそれを繋ぐ低層棟で構成されており、当初その
基礎は、全棟とも杭基礎で設計されていたが、液
状化対策として格子状地盤改良を採用することに
より、【パイルド・ラフト基礎＋直接基礎】に合
理化している（図4）。

　また、許可をいただいたバックアンカー工法に
より、地盤改良杭打機をほぼ掘削底まで下ろすこ
とで、空堀長を低減できた（図5及び写真2）。
　更に、地盤改良杭のコッター構築について、従
前の手はつりをAS切削機によるものとし、成形
可能な形状に設計変更して、新工法として開発し
ている。
　このような技術開発は、生産性向上になくては
ならないものであり、設計と施工が一体となった
技術開発が特に有効である（図6）。

1　TOFT工法とは、地盤を格子状に地盤改良する液状化対策工
法。

図2　確認申請許可前に鋤取りを実現

1500

500

▼GL

▼GL鋤取 約7000㎥

試掘範囲

着工前施工は原則不可

＜既存敷地状況＞

＜準備工事期間に鋤取り・地中障害搬出＞

隣地バックアンカー
（2段）

図3　バックアンカー工法計画

図6　地盤改良杭のコッター構築工法の開発
【TOFT試験体】 【ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄｲﾒｰｼﾞ図】

写真2　TOFT施工状況

▼GL

20m

TOFT施工地盤
レベル断面図

▼施工地盤GL

空堀長12.4ｍ
低減
・施工費減
・産廃費減

図5　TOFT1施工地盤を変更

格子状地盤改良

パイルド・ラフト基礎
イースト棟

ウエスト棟

図4　パイルド・ラフト基礎＋直接基礎に変更
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2.2　省人化・省力化の推進
2.2.1　�躯体工事の事前計画の充実と仮設の最小

化
　ユニット化・PC化では、鉄骨ユニット揚重に
より高所作業を極力減らし揚重効率を上げたり、
地下躯体小梁や地上パラペット等を約1,000本PC
化して現場での作業を減少させた。仮設において
は、構台の計画を見直し、作業性の悪い構台直下
の作業を減らすため、当初計画の半分近くに低減
したり、外部の垂直ユニットを開発して外周部で
の省人化を推進している（写真3～8及び図7）。

2.2.2　仕上・設備工事の事前計画の充実
　設備面では、設備ライザーユニット揚重や、地
下での設備機器をエアークッションにすることで
1,000人以上の省人化を図ることができている
（写真9及び写真10）。
　仕上げ工事では、技術検証により5mを超える
軽量間仕切り下地鉄骨を削減したり、特定天井を
ぶどう棚鉄骨下地に変更することにより、特定天
井の要件を外すことができ、現地施工の軽量化を
実現できた。更に外構工事では、工事着工段階で
外構図を作成完了させたことにより、敷地内配管
の85％を先行施工し、竣工間際の外構工事の輻輳
を防止できた（写真11及び写真12）。
　これらのように、事前計画をいかに充実させ、
あらゆる面でユニット化・PC化を推進し、安心・
安全な仮設を考慮し、各工事に対して働きやす
い、省人化・省力化できる作業環境を構築するこ
とが重要である。

写真3　�コーナー部鉄骨をユ
ニット揚重

写真4　�緑化壁鉄骨ユニット
揚重

写真5　�地下躯体小梁をPC
化

写真6　�屋上階パラペットを
PC化

写真7　外部垂直養生ユニット

T.C配置 構台低減範囲

図7　構台配置計画

写真8　構台施工状況

写真9　�設備ライザーユニッ
ト揚重状況

写真10　�ポンプユニット先行
揚重状況

写真11　�外構埋設配管の先行
設置状況

写真12　�地下オイルタンク先
行設置状況
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2.3　協力会社との共同計画
2.3.1　�事前の共同計画により協力会社のノウハ

ウを計画に反映
　地下躯体工事において、設計施工案件であるた
め、当社躯体審査会へ鉄筋協力会社の方に着工
6ヵ月前から参画いただいた。そこで、生産性阻
害要因を排除するための協力会社の要望事項を提
案していただき、確認申請前の図面に反映してい
る。
　また施工計画段階では、基礎コンクリートの水
平打継ぎを、躯体協力会社の意見を取り入れ、2回
から3回にすることにより安全・品質・仮設の改善
もでき、省人化・省力化が図れた（図8及び図9）。
　通常、施工者は単独で工事計画を行い、協力会
社にこうして欲しいと指示を出す進め方が多いの
だが、今回は事前に協力会社と協議をして、彼ら
のノウハウを計画に反映している。現場に合致し
た彼らのノウハウこそ現場の宝なのである。

・躯体審査会
・事前打合せ

(確認申請前)
要望事項提案
(生産性阻害要因）

構造設計

作業所

品質管理

協力会社

参画

作業所が中心となり
生産性の向上を考慮したつくり込み

図8　協力会社との協業による事前計画

▼２回目打継位置

1200

図9　基礎地中梁躯体工事施工計画

2.3.2　�現状の建設市場の中、協力会社の山積み
を考慮した工程計画と工法変更

　当時グローバルゲートの工事着工時には巨大プ
ロジェクトが集中しており、約1年前から固定的
なメンバー構成にするための人員確保、特に最大
人数等の協議を行い、専門工事業者と契約条件に

合意した。
　また、多くのプロジェクトが機械式継手を採用
していることを察知し、各鉄筋協力会社にヒヤリ
ングを行い、仕事量が減少している圧接協力会社
の現状を考慮し、ガス圧接工法に変更し、躯体工
事をスムーズに進捗させ、全体の生産性向上に寄
与した。
　このように協力会社の山積計画を考慮して、現
状に合致した工程計画を実施したり、常に新工法
による設計をするのではなく在来工法に戻す変更
等も重要である（図10）。

2.4　BIM推進・ICTの積極活用
2.4.1　現場の最前線に即したBIMの活用
　地下工事にダブルスロープがあったが、これを
3Ｄモデルで一元管理し、山留め図・掘削レベル
図・型枠展開図等の施工図を連動して作図し、各
協力会社に提供し、省人化を進めた（図11）。
　また、外装ファスナーの合理化や設備干渉
チェック・重ね合せ図作成を実施し、効果を上げ
た（図12及び図13）。

図10　事前打合せ実施スケジュール

4 7 10 1 4 7 10 1

躯体

仕上

設備

４月

12月

６月

４月

12月

６月

躯体工事

仕上工事

設備工事

▼2014.10着工
躯体協力会社 7社

仕上協力会社 11社

設備協力会社 9社

※各種工事着手の約１年前から打合せ●事前打合せ実施スケジュール

図11　ダブルスロープの3Ｄモデルによる各工事への展開
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2.4.2　BIMによる見える化で全員に周知
　地上階でブレースが多数配列されていたトラン
スファーガーター階での施工検証にもBIMを使用
し、建築・設備の重ね合せを実施するとともに、
複雑なトラス鉄骨建方手順を関係者全員で共有す
ることができた（図14及び図15）。

トランスファーガーダー階

図14　トランスファーガーダー階の建築・設備の重ね合せ

鉄骨建方シミュレーション

【3日目】 【4日目】

【5日目】

建方手順詳細検討

ブレース取付 柱建方

図15　トラス鉄骨建方手順

2.4.3　BIMにより協力会社を支援
　複雑な形状の緑化壁鉄骨のBIMによる製作支援
では、今回現場作業所にて鉄骨製作図・部品図を
作成して、鉄骨ファブに提供し、製作・加工に専
念していただいた。これにより図面製作も含めて
通常の25％の省人化を図れた（図16）。

2.4.4　ICTによる作業所運営の改善・効率化
　朝礼2会場の同時開催や昼会の運営でiPadを利
用し、また毎週金曜日は次週日割りステップ図を
iPadで作成して作業員に周知させたことは、毎日
の作業内容の全員周知において非常に有効であっ
た。中でも最も省力化に効果的な取組みは、配筋
検査野帳作成システムを利用し、タブレットにそ
のデータを取り込み、検査を実施し、配筋写真も
合わせて作成したことである（図17）。

図17　配筋検査野帳作成システム

3 ソフト面のマネジメント力

　次に、ものづくりの担い手である全員のモチ
ベーションを上げるソフト面の手法について、以
下に示す三つの事項で説明する。
3.1　�所員・協力会社との思いやりのある、Win-

Winの関係をつくる
3.2　�女性が働きやすい、何でも言い合える環境

図16　BIMを活用した製作支援

図13　高層棟基準階コーナー部�建築設備重ね合せ図

図12　PC・CWファスナーの合理化

修正前修正後

補強PL数を減らし
鋼材、溶接長を低減
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づくり
3.3　�建設業の内・外部への魅力発信

3.1　�所員・協力会社との思いやりのある、
Win-Winの関係をつくる

3.1.1　風通しの良い、作業所運営づくり
　今回の作業所は、所長・グループ工事長・各担
当者とが、五つの会で結ばれている。
　①作業所所内会、②プロジェクト調整会、③施
工図報告会、④各棟グループ会、⑤筆者と若手担
当者が1対1で回るSS巡回（総括作業所長巡回）
で、コミュニケーション力を高めている。その中
で一体感のある作業所運営、タイムリーな情報共
有、もの決めの効率化、風通しの良い環境づくり
を醸成し、所員はタテの絆・ヨコの絆で結ばれて
いる（図18）。

①作業所所内会

図18　作業所の組織体制

3.1.2　�SS巡回（総括作業所長巡回）等による
人材育成

　現場巡回については、筆者と若手担当者との1
対1で実施している。これは、週2～3回約1時
間で、建築・設備・事務だけでなく外部人材も含
んでいる。
　目的は、QCDSE�2�のOJTだが、それだけでなく、
彼らが何を感じているかを聞かせてもらい、彼ら
の悩みや苦しみを共有することが最大の目的で
あった。筆者はこれを“知の管理、情の管理”と
呼んでいる。そして、彼らに棟梁精神や伝統を守
る重要性と改革を進めていく熱意を大切に伝えて
いく。
　また、月に1回以上当社工事長や協力会社の人

2　「QCDSE」とは、Quality（品質）、Cost（原価）、Delivery（納
期）、Safety（安全）、Environment（環境）の五つを指す。

を講師に迎え、勉強会を実施している。更に協力
会社の方々には職長会を通じて広く委員会活動を
結成したり、協力会社の方々を表彰したりして、
教育・啓蒙活動を実施してきた。
　これらの人材育成には、自らが動くこと、後継
者たちの今を知り、寄り添う気持ちを持つことが
重要である（写真13）。

写真13　SS巡回

3.1.3　職長会の活性化
　協力会社と一緒に動く職長会活動の活性化が重要
である。具体的には、以下の点を心がけ活動した。
　一つ目は、どんな行事でも一緒に活動する。そ
の際、対等な立場で接することを基本としてい
る。二つ目は、熱意と愛情を大切にする。当番を
決めて筆者も自ら健康飲料水を入れたビールサー
バーを担いで、熱中症バスターズとして朝昼現場
を巡回したり、朝礼で行う安全寸劇、建築主にも
参加してもらっての1,000人の懇親会、皆で植え
て育てる緑化活動など、様々な活動を皆で一緒に
実施した（写真14及び写真15）。

写真14　熱中症バスターズ

写真15　朝礼時の寸劇
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3.2　�女性が働きやすい、何でも言い合える
環境づくり

3.2.1　�けんせつ小町によりダイバーシティの風
を吹きこむ

　グローバルゲートでは、けんせつ小町がチーム
をつくり、彼女たち自ら様々な活動を実施した。
バレンタインデーに、掘削工事中約60台のダンプ
運転手にチョコと皆が書いた安全運転の願いのレ
ターを渡したり、熱中症対策の健康飲料水の配布
等も実施した（写真16）。

写真16　健康飲料水の配布

3.2.2　けんせつ小町による現場見学会
　彼女たちは自分たちで、小学生や中学生、そし
て父兄の方をお迎えし日建連主催の現場見学会を
行い、遊び心を入れて、オートレベル（計測機
器）を覗いたり、高所作業車に乗ったり、CAD
操作をしたりといった、お仕事体験をしていただ
いた。
　とても好評で、アンケートでは父兄の方から、
「今までは建設業ってどんなことをするのか、と
いう子供たちだったが、何をする仕事かのイメー
ジがついたと感じた」という言葉をいただき、目
からウロコの心境であった（写真17及び写真18）。

挾

3.3　建設業の内・外部への魅力発信
3.3.1　�魅せる作業所づくりにより作業所全員に

やりがい・誇りを持っていただく
　作業所で働く皆への魅力発信で一番大切なの
は、魅せる作業所づくりにより、全員にやりが
い・誇りを持ってもらうことだと信じている。
　グローバルゲートはどこからも見られるような
場所だったが、第一に工事の安全・安心を持って
いただく現場をアピールし、今まで記述した様々
なことを実施して、技能者のモチベーションを上
げる努力をしてきた（図19）。
　また、この作業所では著名な左官技能士である
はさ

土
ど

秀平さんと一緒に仕事が行えた。作業員の皆
は、一緒に朝礼に出席して一緒に仕事ができて、
彼の作品を目の当たりにして、その強烈なインパ
クトによって彼らのモチベーションを上げること
ができた（写真19）。
　筆者は、彼らの目標となる人が身近にいるよう
な環境をつくり、そのような建設業界をつくって
いく必要があると強く感じた。

図19　地域への作業所の見える化

「本⽇はどうもありがとうございました！」

プレゼントはどこにある？

ささしまライブ２４地区
グローバルゲート

作業所

垂直養⽣ユニットの採⽤

写真19　挾土秀平氏の製作状況写真17　�けんせつ小町活躍の現
場見学会

写真18　お仕事体験

「高所作業車にのってみよう」
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3.3.2　WLBへの挑戦
　グローバルゲート建設工事は、工期率�3�79％の
短工期で平成14年10月着工だったが、当初より全
員で、日曜日原則全休・4週5閉所を実施し、所
員には代休を取得できるように進めてきた。そし
て現在従事している別の現場も工期率80％だが、
4週6閉所、所員は週休2日を目標に行ってい
る。また、所員には月2回の残業ゼロキャンペー
ンを実施してきたが、合わせて今回は月間60時間
を目指して運営していく。
　特に今の若手技能者には、適切な休日取得・労
働時間の短縮に重点を置いている。時代に合わせ
て現状の労働環境を変えていく必要がある（図
20）。

図20　NO残業DAYの啓蒙

毎月初めに所員全員が、宣言表にノー残業日を
２日以上記入し、事務所内に掲示

A

B

C
D

E

F

G

3.3.3　外部への発信（様々な見学会の実施）
　これまでの見学会を通して、一般の方々は建築
を完成したものでしか感じていないと改めて痛感
させられた。やはり、けんせつ小町見学会のアン
ケートにあったように、工事期間中の建物を見て
いただくことにより、建設業のものづくりの精
神・魅力を感じていただく必要がある。
　今回の現場では、小学生、中学生、高校生、大
学生、その父兄、先生、同業者・異業種の方々を
含め、延べ約1,800名参加の見学会を実施してき
た。中学生や高校生1人の見学者であっても、実
施してきた。
　当作業所に見学に来たうちの12名が昨年協力会
社に入職したそうだが、最近になって分かったこ
とがあった。それは、以前1人で当作業所に見学
に来た女子高生を筆者が案内したことがあったの
だが、その女性が型枠大工として入社して今でも
朝誰よりも早く出社して、周囲の人がすごく刺激
3　工期率とは、実工期を標準工期で割った値を示す。

を受けているという。そして、その彼女は今、私
の作業所で活躍してくれているのである。筆者は
改めて、こうした見学会を地道に実施して皆さん
にものづくりの現状を理解していただくことが、
建設業の広がりのために必要であり、重要なこと
だと感じている。

4 まとめ

　これまで紹介した取組みにより、施工効率1.88
人/㎡、施工高管理効率6,000万円/人・日等を達
成することができた。
　この報告で述べた生産性向上の手法がすべての
工事に適用できるわけではないが、皆様の工事計
画に少しでもご参考となれば幸いである。
　その中ですべての工事に言えると思われるの
は、“ものづくりは人づくり”の言葉にあるよう
に、生産性向上に加えて、技能者たちの仕事に対
するモチベーションをアップさせることが重要で
ある。
　やりがい・思いやりと、愛情・プロ意識・労働
環境・協力会社との協業を大切にして夢の持てる
業界にしていかなければならない（図21）。

図21　建設業の魅力発信イメージ図

やりがい

思いやり
愛情

労働環境
（休日等）

プロ意識 協力会社との協業

夢

　それを実現するためには、作業所長のマネジメ
ント力が必要不可欠であり、魅力ある作業所をす
べての工事現場で運営することを全員が大いに意
識すべきである。
　建設業の魅力を発信し、新しい担い手を増加さ
せることが、将来の建設業界の発展に繋がると考
える。
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１ はじめに

　少子高齢化による労働人口の減少により、今後
ますます建設従事者不足が深刻になってくる。こ
れを踏まえて、建設業界では、入職者を増やすた
めの取組みを強化する一方で、少ない人数でもこ
れまでと同等の仕事量がこなせる省人化技術の開
発が大きな課題となっている。
　一方、近年のAIやロボット技術の発達は目覚
ましく、従来では一部の限られた分野での活用の
みに留まっていた高度なセンシング技術や制御技
術が、身近に利用できる環境となっている。
　当社では、高効率な建築設計生産の実現を目指
して、設計から生産及びアフターサービスに至る
様々な場面でAIやロボット技術の開発を進めて
いる。本稿では、このうち建築生産用ロボット技
術開発の取組みについて報告する。

２ 建築生産の現状

　（一社）日本建設業連合会（以下、「日建連」と
いう）によると、建設業就業者数は、建設投資の
減 少 に 伴 い、1997年 の685万 人 を ピ ー ク と し、
2016年現在でその72.3%となる495万人まで減少
していると言われている（図１）。そのうち、建設
技能労働者は332万人（ピーク時比71.6%）であ
る。また、年齢構成は、55歳以上が約34%、29歳
以下が約11%と、他産業と比べ高齢化が著しい。

　今後、生産力を維持していくためには、作業環
境を改善して建設業の魅力を向上させ、若年者の
入職を促進すると同時に、生産性向上による省人
化を進めることが、喫緊の課題である。この建設
業の魅力創造と生産性向上に寄与することが、ロ
ボット技術開発の大きな役割と考える。

３ 過去の建築生産ロボット

　1980年から2000年にかけて、各社とも建設ロ
ボット開発を積極的に推進した時期があり、当社
も同様である。その代表例の一つが、コンクリー
ト工事を対象とした均

なら

し機や仕上げ機、鉄骨工事
を対象とした溶接ロボット、内外装工事を対象と
したハンドリング機などである（写真１～写真
３）。残念ながら、これらのロボットは広く普及
するまでには至らなかった。
　その理由を考えると、作業の効率化以上にロ
ボットの準備や盛り替えに手間がかかること、あ

出典：『建設業ハンドブック2017』（日建連）
図１　建設業従事者数の推移
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る一定の広さの床がないとロボットを設置できな
いといった制約条件が多かったこと、操作が複雑
なため、建設作業員数が減っても、ロボット操作
の専門技術者が新たに必要になったこと、自動化
を求めすぎてロボットが高額となり工事会社が保
有できなかったこと、といった点が問題として挙
げられる。これらの反省点を現在に活かさなけれ
ば、本当に使えるロボットは実現しない。

４ 新時代の建築生産用ロボット技術開発戦略

　今回改めて建築生産用ロボット技術開発を加速
させるにあたり、過去の技術開発の反省点を踏ま
えて、主に以下の四つの方針で開発を進めてい
る。

①徹底的に作業員の立場に立って考える。
②自動化を求めすぎて複雑な機構とせず、作業

員が容易に取り扱えるものとする。
③高度な技能を有する作業は人に任せ、機械は

そのサポートに徹する。
④技能が不要な作業は最大限機械化を図る。

　開発にあたって、鉄骨、鉄筋等の躯体工事、仕
上げ工事、設備工事の各工種について作業員の
ニーズ調査を行った結果、共通ニーズとして抽出
されたのが、水平運搬の省人化や、高所作業、墨
出し作業の効率化、検査・記録の省人化であった

（表１）。また、将来的な作業員不足から対応が強
く望まれるニーズとして、溶接作業環境の改善
や、コンクリート工事の軽労化、内装、設備工事
の取付け作業の省人化があった。これらのニーズ
は、過去、建設ロボット開発が盛んであった頃か
ら変わっていない。
　これらのニーズに応えるために、より扱いやす
いロボットを具現化する上で、進化が著しいICT
技術は必須であるが、その変化も目まぐるしい。
過去のロボット開発時と異なり、インターネット
等を通じて海外のベンチャー企業の新商品情報も
大量に入ってくる現在、躊躇していてはいつまで
経っても前に進めない。このような技術の進化が
激しい時こそ、目の前に明らかになっている作業
員ニーズに愚直にかつ迅速に応えていき、出来る
ところから開発を進め、いち早く現場に導入して
実際に使ってもらい改善点を抽出し、その時点で
の最新技術を利用して大胆に改良を加えていく。
そのサイクルをいかに早く回していくか、そして
その取組みによって鍛えられた技術力、ネット
ワークから、抜本的な建築生産方法の変革を創造
し、生産性の飛躍的向上を目指すことこそ肝要と写真３　過去開発事例③ボードハンドリング機

写真２　過去開発事例②溶接ロボット

写真１　過去開発事例①コンクリート床仕上げ機
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考える。以上のような考えに基づき開発した、い
くつかの事例について、次に紹介する。

５ 開発事例

5.1　パネルハンドリング機
　前項で述べた四つの開発方針のうち、①～③に
主眼を置いて開発したのが本機である。本機が対
象とする内装工事は、大規模工事が集中している
現在、最も作業員不足が懸念される工事の一つで
ある。特に大型で重量のあるALCパネル等の取
付け作業には、多くの作業員と揚重設備、仮設足
場等の準備を必要とすることから、省人化・省力
化が強く望まれている（写真４）。
　このため当社では、ドイツＫ

ケイ

. S
シ ュ ル テ ン

chulten社製の
ガラスハンドリング機をベースに、主に吸盤の機
構と吸引能力の向上を図り、ALC施工用として
改良した。具体的には、ALCパネルの場合、ガ
ラス取付けを目的としたメーカー標準の吸盤で
は、吸引しても空気が外部に抜けてしまうほか、
ALCパネル表面の凹凸により、吸盤に隙間がで
きてしまい吸着できないことから、吸盤表面にス
ポンジ部を設けて、凹凸面でも確実に吸着できる
仕様とした。また、大判パネルをハンドリングで
きるよう、本体側面にコンプレッサーを追加装備
させ、吸引力をアップさせた。更に、吸盤フレー

ムに吊りピースを設け、万一の落下防止対策とし
て、ナイロンスリングを取付けできるものとし
た。
　このハンドリング機により、従来工法と取付時
間は変わらないものの、１班５人で行っていた作
業を３人で施工でき、40％の省人化が図れること
を実施工で確認した（写真５）。更に現在では、
内装工事と同様に省人化・省力化ニーズが非常に
高い、天井内配管やダクト等の設備工事に本機を
展開中である。

表１　作業員ニーズ調査結果

写真５　ALCパネルハンドリング機使用状況

写真４　従来の大型ALCパネル施工方法例
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5.2　コンクリート床均し機
　本機も開発方針①～③を狙ったものである。コ
ンクリート打設工事を担当する土間工、左官工
も、高齢化、入職者不足が深刻化している分野で
ある。今後予想される熟練工不足に対応するた
め、コンクリート工事（床打設）の各工程（打
設、均し、押え）に専用のアシスト機械を導入し
ていく考えである。その中でも、コンクリートの
均し作業は、床面のレベルを決定づける、高度な
熟練技術が必要な作業である。
　当社では、アメリカS

ソ メ ロ

OMERO社製の軽量床均
し機を改良・導入し、レーザー測量器と連動して
自動レベル制御するバイブレータブレードで床均
し・床面レベル管理を行うことにより、熟練工以
外でも品質の向上が図れるようにした。また本機
の導入により、中腰姿勢での作業が減り、身体的
負担の軽減にも寄与している（写真６及び写真
７）。

表２　レーザースクリード主仕様

項目 内容

サイズ 幅200cm、長さ184cm、高さ104cm

本体重量 214kg

動力 5.9kW　ガソリンエンジン

ブレード幅 200cm

5.3　クローラー型搬送支援ロボット
　本機は開発方針④を狙いとしている。“建設は
物流工学である”と言われるほど揚重・運搬は重
要であり、ほとんどの工事において、作業全体の
約２割を占めていることから、機械化・自動化に
よる省人化が強く望まれている。
　「クローラー TO」は、既存の資材運搬用台車
の下に潜り込み、搬送を支援するロボットであ
り、オムニクローラーを活かした全方向移動が可
能な点が特長である（写真８及び写真９）。高齢
作業員、女性作業員でも重量物の搬送が可能とな
り、作業所における搬送作業の省力化と効率化が
可能となる。
　作業所では、資材の揚重・運搬に工事用エレ
ベータを使用することが多く、荷捌きスペースが
広い場合、フォークリフトによる積込み作業を
行っているが、荷捌きスペースが狭い場合は、運
搬台車を人力で積み込むことになり、時間がかか
る上に重労働となる。本ロボットは狭い場所でも
小回りが利くため、エレベータ前が狭い作業所で
も重量物（積載量：500kg）の搬送が可能となる。

写真７　レーザースクリードによる床均し作業

写真６　従来の床均し作業

コントロールユニット オムニクローラー

緊急停止ボタン リフター×４台

写真８　「クローラーTO」全容
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5.4　自動追従ロボット台車
　建設現場や工場等の作業員の負担軽減策とし
て、自動的に人を追従する運搬用ロボット台車

「かもーん」を開発した（写真10）。「かもーん」
（幅80㎝×長さ120㎝×高さ36㎝、積載荷重600㎏）
は、鳥が卵からふ化した時に最初に見たものを親
と認識して追従するように、複数台が連なって移
動できることが特長である。また、手動操縦によ
る電動アシスト機能を搭載しており、小回り作業
時に有効である。
　建設現場では、これまで重量のある建設資材
を、台車１台毎に人力で運んでいたが、時間がか
かり、体力も消耗する重労働であることから、自
動搬送ロボットが要望されていた。従来の通路に
レールを敷いた方法では、ルートが限定されてし
まうため効率が悪くコストもかかってしまう。ま
た、建設現場では通路は平坦でなく、各所に障害
物があるため、回避技術も必要となる。「かもー
ん」では、光学式センサーにより誘導員を認識
し、障害物を回避しながら追従できるため、それ
らの懸念がない。

5.5　高所作業車等の屋内位置把握システム
　多くのロボット台車等が作業所内に導入された
時、それらの状態監視が非常に重要になってく
る。そこで当社では、まず作業所で稼働中の高所
作業車・フォークリフト等の建設機械や作業所員
の位置を無線通信で簡単に把握できる管理システ
ムを開発した。
　本システムは、近距離無線通信技術「i

ア イ ビ ー コ ン

Beacon」
を用いた発信機を建設機械に取り付け、作業所員
の持つ携帯端末から約10ｍ以内に近づくと自動で
携帯端末に位置情報が送られる仕組みである（写
真11 ～写真13）。送られた位置情報は、携帯端末
上に保存されている建設工事用の作業所内平面図
に映し出される（図２）。作業所員は常に建設機
械の最新の位置情報を把握することができるた
め、管理業務の負担を軽減することができる。ま
た、携帯端末を持っている作業所員同士の位置情
報も常に把握できるので、迅速な連携が可能とな
る。
　建設工事では、高所作業車など数多くの建設機
械を使用し、大規模作業所では同時に数百台の高
所作業車を使用することもある。通常では作業車

全方向移動可能 

台車の下に潜り込み
リフトアップ

写真９　「クローラーTO」操作状況 写真10　「かもーん」自動追従操作状況

表３　「クローラーTO」主仕様

項目 内容
サイズ 幅54㎝、長さ92㎝、高さ24.6㎝
本体重量 120㎏
走行速度 ３㎞ /h
稼働時間 ２～４時間
積載量 500㎏（牽引１t）
許容段差 25㎜
操作方法 スマートフォン　※Wi-Fi通信

表４　「かもーん」主仕様

項目 内容
サイズ 幅80㎝、長さ120㎝、高さ36㎝
本体重量 190㎏
走行速度 最高4.5㎞ /h
稼働時間 ４時間
積載荷重 600㎏
安全装置 非常停止スイッチ、接触停止センサー
操作方法 自動追従またはレバー操作
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毎に使用者を割り当て、各自で管理を行っている
が、作業車の位置を確認するために広大な作業所
内を探し回らなければならないこともあった。
　既存の位置認識技術では、GPSのように屋外で
のみ使用できるものや、高価な発信機や専用の受
信機が必要なものが多く、建設工事のような特殊
環境での実用化が困難であった。本システムで
は、iBeaconを採用することで、屋内対応・コスト・
設置盛替手間といった建設工事特有の課題を解決
しながら、５～ 10ｍ精度での位置情報の把握を
実現した。また、位置情報に加えて稼働率等の把
握もでき、更なる生産性向上が期待できる。

６ おわりに

　業界を問わず、ロボットに対する期待は今後ま
すます高まっていく。その期待に応えるべく、
AIを始め、常に最新の技術を把握・導入し、更
なる建設ロボットの高度化を目指していきたい。
　また、建築生産は現場だけでなく、その川上段
階であるファブリケーターの生産性も極めて重要
である。それらを含めた建築生産全体の目指すべ
き目標、あるべき姿について、今後も継続して考
えていくことが、ロボット技術開発を一過性のも
のとして終わらせないために重要と考える。
　更には、建築生産へのロボット技術適用だけで
なく、建物の運用段階でのロボット活用にも取り
組んでいきたいと考えている。

写真12　無線発信機と発信機設置状況

無線発信機

写真11　システム概要

p.1＝タイトル＋本文 22 字×29 行×横 2 段  
p.2～＝本文 22 字×39 行×横 2 段 

ごとに使用者を割り当て、各自で管理を行ってい

るが、作業車の位置を確認するために広大な作業

所内を探し回らなければならないこともあった。 

 既存の位置認識技術では、ＧＰＳのように屋外

でのみ使用できるものや、高価な発信機や専用の

受信機が必要なものが多く、建設工事のような特

殊環境での実用化が困難であった。本システムで

は、iBeacon を採用することで、屋内対応・コス

ト・設置盛替手間といった建設工事特有の課題を

解決しながら、5～10ｍ精度での位置情報の把握を

実現した。また位置情報に加えて稼働率等の把握

もでき、更なる生産性向上が期待できる。 

 

図-2 システム概要 

 

 

写真-11 無線発信機と発信機設置状況 

 

写真-12 高所作業車への利用状況 

 

図-3 携帯端末への表示例 

 

６． おわりに 

建築生産は現場だけでなく、その川上段階であ

るファブリケーターの生産性も極めて重要である。

それらを含めた建築生産全体の目指すべき目標、

あるべき姿について、今後も継続して考えていく

ことが、ロボット技術開発を一過性のものとして

終わらせないために重要と考える。 

さらには建築生産へのロボット技術適用だけで

なく、建物の運用段階でのロボット活用にも取り

組んで行きたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

無線発信機 

図２　携帯端末への表示例

無線発信機

仮設照明

写真13　高所作業車への利用状況

無線発信機

高所作業車

仮設照明
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１ 建設業界を取り巻く環境と課題

　建設業界を取り巻く環境には、多くの課題があ
る。例えば、図１に示すように、「少子高齢化に
伴う熟練技術者・技能者の減少対策」や「建設現
場の作業環境の安全性向上や施工方法の改善」が
求められている。その他に、「労働生産性と品質
の向上」や「社会資本の老朽化に伴う維持管理方
法」、更に「地球温暖化・エコへの対策」などの
課題もある。

２ ロボット技術による課題解決

　一方、ロボット技術に目を向けると、近年では
技術の進歩により、自動化・遠隔操作化などが進
んでいる。具体的に見てみると、作業効率改善に
はドローンなどによる遠隔操作やパワードスーツ
などがある。また、反復作業には工場用ロボット
などが活用されており、調査・記録については
IoT技術がある。
　そして、建設業界を取り巻く環境の課題を解決
する対策の一つとして、こうしたロボット技術の
利用が期待されている。例えば、図２に示すよう
に、「無人操作・遠隔操作による危険箇所での調
査・施工」、「自動化による作業の軽減と施工品質
の維持」、「反復作業の自動化による施工の効率
化」、「施工や調査結果の自動保存による品質向
上」などが例に挙げられる。

　当社でも、施工力や安全性を維持・向上させる
一手段として、ロボット技術の活用を推進してい
る。本稿では、当社で手掛けている幅広い工事に
おいて、作業内容が多く、現場からのニーズも多
い、天井内作業に焦点を当てて開発した「天井配
線用ロボット」について紹介する。

３ 従来工法の課題

　天井を部屋の中から見上げると、天井ボード、
点検口、空調機などの設備を見ることができる

図２　ロボット技術による課題解決
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（図３）。天井内はそのわずかな空間に、天井ボー
ド、天井下地、各設備の吊り金具、照明器具、放
送設備など、様々な設備が設置されている（図
４）。この天井内の各設備の間を図４の青線で示
すように、ケーブルを配線する作業が「天井内配
線作業」である。ビルディングなどの電気設備の
改修工事では、この作業を行う箇所が多くある。

　図５に示すように、作業員は点検口や照明器具
を外した後の開口などを利用して、作業台上で天
井内に竿状や棒状の通線工具を挿入して、ケーブ
ルを押し入れる動作と手繰り寄せる動作を繰り返
しながら配線作業を行っていく。この工法では、
表１に示す課題があると考えている。このような

「天井内配線作業」の課題は、既存の工具と人力
では一度に通線できる長さに限界があるために生
じると考えられる。
表１　従来工法の課題

・本来外す必要のない器具の取り外し
・狭い作業台上での高所作業
・作業台の昇降・移動の繰り返し
・クライアントの什器や備品の移動・養生
・クライアントの仕事を制限

４ 開発品の紹介

　そこで、一度に長い距離を通線できるロボット
を開発することとした。そして、完成したのが、
天井配線用ロボット「楽々とおる君」であり、ロ
ボットの写真を図６、タブレット操作画面を図
７、仕様を表２に示す。
　ロボットは左右独立の駆動構造を持ち、カメラ
とライトを搭載している。電力は有線により給電
し、駆動制御信号やカメラ映像の伝送はWi-Fi
無線を利用している。持ち運びしやすいように
シャーシを樹脂製にして軽量化を図るとともに、
遠隔操縦端末としてタブレットを採用している。
タブレットの操作は、画面上で進みたい方向に
タッチするだけでその方向に自動で向きを変えて
進んでいく機能を持たせており、直感的な操作を
可能にしている。

５ ロボットを使った配線方法

　次に、「ロボットを使った配線」の手順を図8

図３　天井の状況

図４　天井内の状況（青線は配線のイメージである）

図６　天井配線用ロボット

図５　従来作業

ライト

カメラ

ロボット本体
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に示す。下記の手順により、作業台の昇降の繰り
返しや照明器具などの取り外しが減り、作業者の
負担も軽減しつつ、一気に配線することができ
る。
①�呼び線を付けたロボットを天井内に運び込み、
配置する。この呼び線はロボット用の給電線や
制御線を利用する。
②�ロボットを遠隔操縦し、天井内の目的の位置ま
で移動させる。これにより呼び線を配線するこ
とができる。
③�ロボットを移動させた後、配線したいケーブル
を呼び線に接続しロボットを天井内から取り出
す。
④�呼び線を手繰り寄せることで、ケーブルを配線
することができる。

６ 現場活用の紹介

　この天井配線用ロボットを実現場で使用した例
を紹介する。
　使用現場は改修現場であった。この改修工事の
一環として計画されていた情報通信設備の設置
（LANケーブル配線工事）において、図９に示す
ように、起点から３ヵ所の端子（A、B、C）へ
２本ずつLANケーブルを天井内に配線する作業
であった。
　事前に天井内を確認したところ、天井内には梁
が通っている箇所があり、梁と天井ボードとの隙
間は５cm程度であった。また、22cmの高段差の
箇所もあった。更に間仕切壁が天井内に設けられ
ている箇所もあった。このような箇所は、開発し
たロボットでは通過することができない。
　そこで本件では、この配線作業のうち、ロボッ
トが走行可能な区間（２区間、１区間当たりの距
離8m）において、ロボットを使用した配線作業

図７　タブレット画面

表２　仕様

大きさ 幅12cm
高さ12cm
長さ30cm

重量 3.5kg
操作端末 タブレット
搭載設備 カメラ・ライト
通過可能な隙間 高さ15cm×幅15cm
乗り越え可能な障害物 天井下地
駆動形式 左右独立駆動
移動距離 10m
走行速度 15cm /sec
時間無制限 有線給電

図８　ロボットを使った配線方法
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を行った。

　ロボットを使用した天井内配線作業のシーケン
スを図10に示す。なお、本件では実施状況の記録
のため、あらかじめ天井内にライトとビデオカメ
ラを設置した。
　（１－１）は作業前の写真である。本現場では
Wi-Fi環境が良好で、ロボットを天井内に入れて
もスムーズな通信を行うことができた。
　（１－２）から（１－６）までは、到達地点か
ら撮影した写真を時系列に並べたものである。ロ
ボットが呼び線を引きながら天井下地を乗り越え

て近づいてくる様子が分かる。この時、操縦者は
床面にいたまま、直接天井内を見ずに搭載された
カメラからの映像を頼りに天井内の状況を確認し
ながらロボットを操縦している。ロボットによる
呼び線配線時間は１分半程度であった。
　（２－１）から（２－３）までは、ロボットに
よって引かれた呼び線を利用してLANケーブル
６本をまとめて一気に配線した時の写真で、同様
に時系列に並べたものである。LANケーブルの
配線方向はロボットの進行方向とは逆向きで写真
の手前から奥に向かって引いている。LANケー
ブル６本の配線時間は１分半程度であった。

７ おわりに

　天井内作業に焦点を当てて開発した「天井配線
用ロボット」とその活用を紹介した。今後も施工
力や安全性を維持・向上させる一手段として、ロ
ボット技術の活用を推進していく。

図９　現場状況

注）（1－1）～（1－6）　呼び線をロボットで引いている状況
　　（２－1）～（２－３）　呼び線を使用しLANケーブルを通線している状況

図10　作業のシーケンス
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１ はじめに

　全産業において労働人口の減少が大きな社会問
題となっている。特に建設業では技能者の高齢化
が顕著であり省力化が求められている。
　この課題に対応するとともに、社会インフラを
担う建築製品としての品質を確保するため、ヤマ
トでは主要部材である配管加工の工業化への取組
みを進めている。配管路構築の工業化を進めるた
め、1994年に自社の配管加工工場（加工センター
第一工場）を群馬県前橋市に建設した。その後、
配管加工に加えポンプユニットや、ろ過ユニット
等のプレハブ化に伴って加工量が増加し、配管の
高品質化と現場での施工性向上のため、素材を鋼
管からステンレス管にシフトしたことで工業化が
進んだ。現在は第二工場、朝倉工場を建設し、３
工場で配管の工場加工を進めている。

２ 配管加工技術

　配管加工は漏水リスクの軽減、加工工数削減、

コスト低減を目的に継手レス工法を採用している。
　継手レス工法は、エルボ継手やティーズ継手を
使用せず、ベンダー加工、バーリング加工など直
管を加工して管路を構築するため、接合箇所が大
幅に削減され漏水のリスクが軽減できる。また、
接合箇所が少なければ当然加工工数も削減され
る。更に継手を使用しないため、材料費、加工
費、現場施工費を含めたトータルの施工コスト低
減にも寄与する。
　ベンダー加工は、一般の継手を使用せず直管を

写真１　朝倉工場（群馬県前橋市）

写真２　接合部の形状比較

上から　ベンダー加工
溶接接合、ねじ接合

上から　バーリング加工
溶接接合、ねじ接合

図１　従来工法と継手レス工法の接合箇所数の比較

従来工法 継手レス工法
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曲げ加工して使用するので、曲げ角度が任意に設
定でき、配管の部材形状の自由度が大きく、より
効率的な管路を構築できる。バーリング加工は、
直管の任意の部分から枝配管を取り出すことが可
能なため、連続する取り出しや両側取り出しな
ど、一般の継手では不可能だった加工が可能とな
る。

３ 加工センターと現場作業

　加工センターでも技能者不足の影響はあるが、
作業環境が整った室内での作業のため、機械化・
自動化による対応が多くの工程で可能となる。
　現在、一般の配管加工は、機械への数値入力や
一部配管のセットなどを除き、管の切断からベン
ダー加工、バーリング加工、溶接までの多くの作
業工程が機械化・自動化されているため、通常の
加工工程では特別な技能者を必要としない。ま
た、作業者の技量による品質のばらつきがなく常
に一定水準の品質が確保できる。

　加工センターでは、配管の加工における生産性
を向上させるため、加工部材のモジュール化を積
極的に進めている。モジュール化することでまと
めて同一の部材を連続して製作できるため、加工
機の設定や段取り変えの回数が削減でき生産ライ
ンを効率的に稼働できる。また、モジュール部材
を閑散期に生産しストックしておくことで、現場
の工程で左右される変動の大きい生産量の平準化
を行っている。本来は在庫をなくしたジャストイ
ンタイムの生産が理想である。
　現場では搬入された配管や継手等の部材を施工
場所毎に仕分けする必要があるが、モジュール化
された部材ではこの煩雑な作業が不要となるた
め、現場での生産性向上にも寄与する。
　このように、部材のモジュール化は非常に有効

な生産システムだが、通常は、現場施工者（サブ
コン）が施工しやすい図面を描いて配管の加工ベ
ンダーに製作を依頼し、加工ベンダーが製作して
いる。そのため、どうしても現場の施工性が優先
されるので部材をモジュール化することが難し
い。当社では現場の施工者と配管の加工ベンダー
が同一の企業であり、一体となって施工図作成段
階からモジュール部材の使用を考慮した図面を作
成し製作するので、無理なくモジュール化するこ
とができる。また、現場で使い勝手の悪いモ
ジュール部材があれば、加工センターにフィード
バックされ、すぐに改善が図られる。
　モジュール部材は材料の無駄を最小限にし、加
工の容易さ、現場での施工性を考慮して形状を決
定している。

　材料は、現在、一般配管用ステンレス鋼鋼管
（以下、「SU管」という）をメインとし、樹脂管
などと組み合わせて使用している。
　SU管は、炭素鋼鋼管（以下、「鋼管」という）
に比べ肉厚が薄いため重量は約３分の１以下で、
耐食性も高く高品質の優れた配管材料だが、材料
のコストは高価となる。しかし、重量の軽減は、
現場での運搬、吊り込み作業の負荷を大幅に減少
させ、現場の生産性を大きく向上させるため、配

写真４　自動溶接機写真３　ベンダー加工機

写真５　モジュール部材のストック

ステンレス管による
プレハブ工法

従来工法

写真６　現場での吊り込み作業

38　　建築コスト研究　No.101　2018.4

特集　建築施工に係わる生産性向上へ向けた技術開発の現状と課題



管の加工から現場施工までの生産性をトータルで
考えれば、材料のコストアップを吸収することも
可能である。
　樹脂管についても塩ビ管、耐火二層管などはプ
レカットを行い、ポリエチレン管などは融着まで
加工したものを現場に納入している。
　ねじ切り加工を始め、現場での配管加工を極力
なくすことで騒音や粉塵などの発生が抑えられる
ため、作業環境も改善する。

　現場作業の削減策としてポンプユニット、ろ過
ユニットなどのユニット化も進めている。現場作
業を工場での作業に置き換えることで、人手不足
による建築工程の遅れなど、他業種の影響を受け
ずに作業を進められることから、現場の工期短縮
に対して非常に有効な手段となる。ユニットの製
作は、配管の加工と支持架台などの支持材を一体
で計画して進めるので、コンパクトで無駄のない
製品となる。現在、一部の配管には保温材も付け
て出荷することで現場の省力化を進めている。

４ ものづくりのシステムづくり

　建築製品の工業化を進める上では、ものづくり
のための生産システムを構築することが最も重要

となる。
　現場加工では作業に着手する前までに仕様や寸
法が決まれば施工は可能だが、配管に限らず建築
製品をプレキャスト化するには加工時間を確保す
るためのフロントローディングが不可欠となる。
　実際に製品の加工を行うには、加工に必要なす
べての情報が確定されている生産設計図（生産す
るための設計図）が必要となる。生産設計図の作
成にあたって、仕様、取り付け位置、納まりなど
の意思決定が早期に終了していなければ図面作成
に着手ができない。当社は、顧客がこの意思決定
を早急に行えるように、サポートとして、CGや
３Ｄ・CADなどによる「見える化」した資料の
提供を積極的に行っている。

　また、朝倉工場には意思決定を高めるプラット
フォームとしてサポートセンターを用意してい
る。サポートセンターでは、60インチ×21面（横
７面×縦３面）のバーチャルルームで３Ｄ・CG
での完成イメージを等身大で疑似体験できる（写
真９）。
　バーチャルでイメージしたものは、空調、照

写真７　樹脂管のプレカット

写真８　ポンプユニット

図２　イメージCG

図３　CGを使用した資料
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明、建材など、各メーカーの展示（体感ブース）
で実際の商品をリアルに体感できる（写真10）。
　「バーチャル」と「リアル」で詳細なイメージ
を実際に体験し納得いただいた上で、早期の意思
決定、合意形成を図るのである。
　意思決定、合意形成ができた後、３Ｄ・CAD
を利用し機器、配管、支持金物に加え、躯体から
仕上げ、電気設備など他の設備も含め、すべての
製品情報を３次元情報で入力して、納まりや取り
合い、メンテナンススペースなどの摺り合わせを
行う（生産設計図の作成）。３Ｄ・CADに入力さ
れた情報はそのまま配管の部材図になり、詳細な
加工単品図として加工センターに送られ、製品に
加工される生産システムとなっている。
　十分に納得し決定されることで、変更がなく、
取り合いも検討された生産設計図で配管加工がで

きれば、現場での手直しとモジュール部材の再加
工が大幅に削減され、全体の生産性が向上する。

５ 今後の課題

　現在の建設プロセスは企画設計から始まり、実
施設計後にものづくりを進めながら検討や変更が
行われる。しかし、このプロセスでは工業化も生
産性の向上も進展しない。原因の一つに分業生産
がある。意思決定を含め多くのことを早い段階で
決めるには多大な労力が必要となるが、分業生産
で実施設計の部分のみを請け負っている場合は、
早期の決定をするために費やす労力に対するリ
ターンが非常に小さい。実際の施工者が設計段階
から協力するか、DB方式であれば、後工程に対
して大きなメリットを得ることができる。
　今後、BIMが普及し、多くの施工者が早い段階
から建設プロセスに参画し連携して行くことで、
建築生産全体の生産性の向上と品質の確保ができ
る。このような横断的な生産システムづくりが建
築生産に係わる者の役割となる。
　また、情報の一元化を行うことで多くの部材に
対して詳細なデータが蓄積できる。このデータを
顧客の付加価値向上に活かすことを目指してい
る。

写真９　バーチャルルーム

写真10　メーカーの展示（体感ブース）

図４　３D・CADによる施工図

図５　部材製作図
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