
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　平成29年度

9:40

9:50

10:00

10:00 10:00

座長：　 座長：　

○三浦拓磨、山先達也、大井邦昭（技研興業(株)）

10:20 10:20

10:40 10:40

11:00 11:00

11:10 11:10

座長：　 座長：　 西脇　徹郎

○吉永弘志（（国研）土木研究所）

11:30 11:30

11:50 11:50

12:10

12:10

13:10 13:10
 【特別講演Ⅰ】

講演者： 宇宙航空研究開発機構　宇宙探査イノベーションハブ　川崎一義様

演題　： JAXAの描く月開発シナリオと建設分野への期待

【関連講演】

講演者：　（一財）先端建設技術センター　企画部　　　佐々木哲男様

演題　：　地上の先端建設技術を適用した月面拠点建設の概念検討会の紹介

講演者：　鹿島建設(株)　技術研究所　　三浦　悟　様

演題　：　建設分野の取り組み事例の紹介

Ｂ２ホール

14:40

14:50 14:50

座長：　 玉石　修介 座長：　

15:10 15:10

15:30 15:30

○堀川毅信、西山　哲（国際航業(株)）　

15:50 15:50

16:00 【維持・管理・補修(1)】　　（3編／60分） 16:00 【品質確保・生産性向上(5)】　　（3編／60分）

座長：　 座長：　

16:20 16:20
○杉本恒美、杉本和子、歌川紀之(桐蔭横浜大学）

16:40 16:40

 37．

17:00 17:00

17:10

19:00

※ プログラムは変更となる場合がありますので予めご了承下さい。

ポスターセッション
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【品質確保・生産性向上(2)】　　（3編／60分）

休憩　（10分）

 14．

 6. 11．

○田原康平、杉浦伸哉、田島　僚(大林道路(株)）

16．路面切削機での情報化施工（マシンガイダンス）活用事例
について

山本　茂太

【環境保全、省エネルギ対策】　（2編／40分）

RTK測位技術を応用したUAVによる写真測量のさらなるカイゼ
ン

28．排出ガスの測定値から読み解く燃費・熱効率と燃費改善策

油圧システムとハイブリッドシステムを統合制御したハイ
ブリッドショベルの開発

 4．地盤改良施工管理
システム「Visiosー3D」
（ビジオス・スリーディ）

○深田久、岡戸雅則、
秋間健（(株)不動テト
ラ）

昼　休　憩　（60分）

(

コ
ア
タ
イ

ム

)

注水併用エアークーリング工法によるコンクリートの温度
ひび割れ抑制対策

 8． 舗設時におけるダンプトラック後退誘導表示装置の開発

○新満伊織（鹿島道路(株)）

現場製作のコンクリートブロックを用いたi-Construction
～護岸・床固工を具体例とした生産性に関する評価～

休憩　（10分）

ICT舗装工の出来形測定におけるさらなる生産性向上への検討

○神崎恵三（(株)熊谷組）

フレッシュコンクリートの型枠内流動に対する2次元リア
ルタイムシミュレータの開発

休憩・移動 休憩・移動

植木　睦央

 13．

○大谷仁志、佐々木　剛（(株)トプコン）
椎葉祐士（施工総研）

 24．カメラ位置を直接計測するＵＡＶ写真測量システム

○太田泰典（日立建機(株)）

 10．
 3．油圧ショベルの衝
突軽減システム
～事故のない油圧ショ
ベルを目指して～

○越智智彦（コベルコ
建機(株)）

i-Constructionを加速する遠隔リアルタイム・ダッシュ
ボードに関する研究

○三島直生（三重大学大学院）、
　山田義智、崎原康平（琉球大学）

○宇田川健治、森下恭治、宮内賢徳
　（前田道路(株)）  2．AIを利用した打音

検査の自動判定

○黒田千歳、宇田川紀
之（佐藤工業㈱）、島田
拓夢、安永守利（筑波
大学）

渡部　純

第１日目プログラム　＜１１月 ８日(水)＞

研修－１号室　（地下３階）　収容人員120名 研修－２号室　（地下３階）　収容人員120名
B3－2会議室
（地下３階）

開会式

 1．自動追従台車「か
もーん」の紹介

○飛山太郎（(株)レンタ
ルのニッケン）、永田幸
平（(株)竹中工務店）

【品質確保・生産性向上(1)】　　（3編／60分） 【品質確保・生産性向上(4)】　　（3編／60分）

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
発
表

 23．

○北原成郎（(株)熊谷組）、西垣重臣（(株)まざらん）

○田島　僚、杉浦伸哉（(株)大林組）

29．

 8．建設重機災害防止
のための重機の緊急
停止装置
～「スリーエスバックホ
ウ」による安全性の実
現

○安田勇介、稲葉誠一
（(株)アクティオ）

 7．自動追尾型トータ
ルステーションを利用
した機械施工の効率化
の提案

○清水亮、笹原久之
（(株)カナモト）、大和
田弘光（(株)佐藤工務
店）

 6．ICT施工ソリュー
ションの中核を担う新ク
ラウドソリューション

○篠倉美紀（日立建機
(株)）

 5．ブリッジハンガー
「小規模橋梁を対象と
した移動式橋梁検査
路」

○牧角龍憲（（一社）
NME研究所）、村上俊
明（エスイーリペア
(株)）、藤田全彦（西尾
レントオール）

【品質確保・生産性向上(3)】　　（3編／60分） 【災害、防災、復旧・復興(１)】　　（3編／60分）

行川　恒弘

 7． MCモータグレーダ導入による効果について  1． 遠隔操縦装置（バックホウ用）の開発

○橋本　毅、梶田洋規、
　藤野健一（土木研究所）

○平野高嗣、川上勝彦((株)フジタ）

○西垣重臣（(株)まざらん）、
　鬼頭夏樹（西松建設(株)）、才原勝敏（(株)キック）

 12．群馬県におけるICT試行工事に関する研究  3． 最新の無人化施工技術とi-Constructionで挑んだ阿蘇大橋
地区斜面対策工事

○先村律雄（群馬高専） ○坂西孝仁、北原成郎、飛鳥馬翼（(株)熊谷組）

 19．間伐施業の生産性指標と安全性指標の機械学習を活用した
可視化法

 4． 阿蘇大橋崩壊斜面対策工事における航空レーザ測量及びUAV
計測による3次元地形測量データの活用事例

休憩(１０分) 休憩(１０分)

休憩(１０分) 休憩(１０分)

○小川和樹、飯田　宏（東亜建設工業(株)） ○橘伸一、佐藤浩郁（(株)大本組）、
　藤島伸吾（（株）WHERE）

懇親会
Ｂ３　於：ニュー・トーキョー

 33．短工期を実現した神戸長田トンネル天井板撤去の取組み 20．土工事の働き手を支援する動的モニタリングに関する研究

○西垣重臣（(株)まざらん）、才腹勝敏（(株)キック）

大水深対応型水中作業ロボットの活用事例と今後の展望 27．次世代型ビーコンを利用した屋内作業員等の可視化による
現場管理システムの開発

○西垣重臣（(株)まざらん）、才原勝敏（(株)キック）
　窪田真一（(株)溝渕林業）

本田　肇 阿部　里視

○村岸聖介（鹿島建設(株)）、
　高田英樹（阪神高速道路（株））

 32．インフラ検査のための音波照射加振を用いた高速非接触音響探
査法
―マルチトーンバースト波を用いた橋梁における検証―

18．トンネル工事の作業ライン生産性の可視化方法に関する研
究



　　　　　　　　　　　　　　　　　 　平成29年度

9:50 9:50 9:50

座長：　 北山　孝 座長：　 新田　恭士

15．

10:10 10:10

○田中秀昭、太田裕士(鹿島建設(株)）

10:30

10:30

10:50 10:50

11:00 11:00

座長：　藤島　一雄 座長：　

○駒坂　翼、宮本多佳、中田真弥（(株)NIPPO）

11:20 11:20

11:40 11:40

12:40 12:40

座長：　木下　洋一 座長： 梶田　洋規

13:00 13:00

【災害、防災、復旧・復興（2）】　（1編／20分）

13:20

13:30 13:30

【　施工技術総合研究所報告（３編)　】　　　B2ホール　（60分）
・トンネル維持管理点検の高度化をめざして～トンネル覆工マーカーの研究開発～

○安井　成豊　　（研究第一部）

・橋梁の大規模更新と耐久性評価への取組み

○松本　政徳　　（研究第二部）

・ICT活用工事の工種拡張と普及促進に向けた取組みについて

○椎葉　祐士　　（研究第三部）

14:30

休憩　（10分）

14:40 14:40

【特別講演Ⅱ】

【建設施工におけるビッグデータ・AIの活用に向けて】

全体コーディネート　：　立命館大学　建山和由教授

演題　：　ビッグデータ・AIの取組みの紹介　①、②、③

講演者　：　株式会社フォワードネットワーク　代表取締役　藤田一弥様

講演者　：　株式会社NTTデータ　エボリューショナルＩＴセンタ　米森 力様

講演者　：　株式会社公害技術センター　環境開発センター　和田尚之様

講演者は、順不同（五十音順）

B2ホール

16:10

16:20 休憩　（10分）

論文講評、表彰式　（２０分）

16:40 16:50

※ プログラムは変更となる場合がありますので予めご了承下さい。

 2．

○松岡良介、島崎浩志、長山真一（関東技術事務所）
弓削竹志（関東地整）

道路啓開時における路上車両移動技術について

 31．基礎工事用建設機械の転倒防止のための地盤養生に関する
実験的検討

ポスターセッション

 4．地盤改良施工管理
システム「Visiosー3D」
（ビジオス・スリーディ）

○深田久、岡戸雅則、
秋間健（(株)不動テト
ラ）

次世代型油圧ショベルの開発

 3．油圧ショベルの衝
突軽減システム
～事故のない油圧ショ
ベルを目指して～

○越智智彦、（コベル
コ建機(株)）

 17．

○江副誉典、三輪敏明、中島康弘
（(株)大林組）

 9． 複合型地盤改良技術に要求される建設機械の性能に関する
研究

26．

22．横型２連矩形掘進機による地下連絡通路の施工実績

○山上　亨（(株)熊谷組）
坂田　聡（東京地下鉄(株)）

センサネットワーク技術を活用した作業者見守りツールの開発
 －合材工場と道路建設現場における取り組み－

大型風車組立リフトアップ装置の開発

 30．

○木寺智則（エポコラム協会）
西尾　経（小野田ケミコ(株)）、齋藤邦夫（中央大学）

○宇留島千明、品田康二、村上謙介（鹿島建設(株)）

【安全対策】　　（2編／40分） 【維持・管理・補修(3)】　　（2編／40分）

休憩（10分）

加藤　正幸
幅員が狭い橋梁の点検等に適した移動式検査路（ブリッジハ
ンガー）の開発

21．

 5．

34．

昼休憩（60分）

次世代建設生産システムの現場適用と生産性向上への展望

○田中洋一、藤野健一、梶田洋規
（（国研）土木研究所）

複合相対攪拌工法の施工環境への適応とその事例

第２日目プログラム　＜１１月９日(木)＞

研修－１号室　（地下３階）　収容人員120名 研修－２号室　（地下３階）　収容人員120名
B3－2会議室
（地下３階）

 1．自動追従台車「か
もーん」の紹介

○飛山太郎（(株)レンタ
ルのニッケン）、永田幸
平（(株)竹中工務店）

【品質確保、生産性向上(6)】　（3編／60分） 【品質確保、生産性向上(7)】　　（3編／60分）

35．

○堀　智仁、玉手　聡（(独)労働総研） ○中村将章、Aung May Phyo、廣畑幹人（名古屋大学大学院）

 8．建設重機災害防止
のための重機の緊急
停止装置
～「スリーエスバックホ
ウ」による安全性の実
現

○安田勇介、稲葉誠一
（(株)アクティオ）

 7．自動追尾型トータ
ルステーションを利用
した機械施工の効率化
の提案

○清水亮、笹原久之
（(株)カナモト）、大和
田弘光（(株)佐藤工務
店）

 6．ICT施工ソリュー
ションの中核を担う新ク
ラウドソリューション

○篠倉美紀
（日立建機(株)）

 5．ブリッジハンガー
「小規模橋梁を対象と
した移動式橋梁検査
路」

○牧角龍憲（（一社）
NME研究所）、村上俊
明（エスイーリペア
(株)）、藤田全彦（西尾
レントオール）
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○白澤博志（キャタピラージャパン合同会社）

【維持・管理・補修（2）】　　（１編／20分） 【品質確保、生産性向上(8)】　　（2編／40分）

 36． 画像処理を用いたダム堤体の外観調査
～UAVマルチコプタ撮影画像によるひび割れ抽出例～

25．ICTブルドーザの効率的な制御検証のためのニューラルネット
ワークシミュレーション手法

○野間康隆、武石　学、澤田純之（(株)安藤・間） ○挟間優佳、大林　薫、齋藤芳明（(株)小松製作所）

IH装置を用いた加熱による鋼溶接部の疲労寿命向上に関する
基礎的検討

休憩（10分）

有楽町線小竹向原・千川間連絡線設置シールドトンネル工区
土木工事の施工に関する報告

○牧角龍憲（NME研究所）,村上俊明（ｴｽｲｰﾘﾍﾟｱ(株)）
　藤田全彦（西尾レントオール(株)）

 2．AIを利用した打音
検査の自動判定

○黒田千歳、宇田川紀
之（佐藤工業㈱）、島田
拓夢、安永守利（筑波
大学）

休憩　（10分）


