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九〇万人の新規雇用をしたとしても、

就労人口減少などの社会的背景を受

建設業では、就労者の高齢化に伴う

活用した施工支援・施工管理のための

工に活用する施工ロボットやＩｏＴを

こうした中、ゼネコン各社は建設施

九年一二月に鹿島と竹中工務店は、建

これらの課題解決に向けて、二〇一

一〇％の生産性向上が必要となる。

け、将来の担い手確保や働き方改革の

ソフトウエア開発を進めているが、過

設業界全体の生産性向上や魅力向上を

建設業が抱える諸課題

実現が喫緊の課題となっている。高齢

大な開発コストが発生する場合が多

三社の技術連携から
業界全体へ

化による熟練技能工の減少に加えて、

目指した技術連携を開始した。二〇二
〇年一〇月には清水建設が加わり、左

く、個社で生産する施工ロボットの台
数では、量産による開発コストの回収

記を目的として建設施工におけるロボ

新規入職者が、いわゆる３Ｋ（危険・
汚い・きつい）代表職種である建設業

は難しい。結果的にロボットの本体価

また、実際にこのような施工ロボッ

この三社の技術連携に関心を抱いた

他ゼネコン複数社から参加の打診があ

ったことを受け、この取組みを業界全

体に発展させるための仕組みとして

しての第一回設立総会を開催した。そ

●ロ ボ ッ ト の 普 及 と 価 格 低 下 を 促 進
の後、二〇二二年二月末時点の会員数


する。
は正会員二〇社、協力会員二六社の計

する。

「建設ＲＸ※コンソーシアム」を設立
●協 力 会 社 が 施 工 ロ ボ ッ ト を ど の ゼ


し、二〇二一年九月に一六企業が参加
ネコンの現場でも使用できるように

●同業他社で類似の開発を重複して行

っている無駄をなくす。

を敬遠する傾向も強く、将来の担い手

での足枷となるばかりでなく、建物へ

トやＩｏＴアプリ等を現場で使用する

ット・ＩｏＴ分野を対象とした技術連

の品質にも影響を与えかねない重大な

のは協力会社・サブコンであり、ゼネ

格が高額となり、現場への普及を妨げ

問題といえる。
日本建設業連合会
（以下、

コン各社がそれぞれの仕様で開発した

確保が厳しい状況である。慢性的な労

日建連）は二〇一四年度から二五年度

ロボットやアプリ等の操作の習熟に時

携を進めてきた〈図１〉
。

までに建設技能労働者が一二八万人減

間を要するため、生産性の向上を阻む

る要因となっている。

少し二一六万人になると試算しており、

要因にもなることが新たな課題となっ

働力不足は、働き方改革を推進する上

現在と同等の労働力を確保するには、

図１．３社技術連携の概要
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ずに各社での現場試行の結果を分科会
にフィードバックすることで、成果に

究契約を結んで実施する。
このように、本コンソーシアムは分

貢献するメンバーの参加も認めている。

四六社となっており、今後も会員数の
科会を設置するまでがその役割であっ

すなわち、比較的容易に分科会への参

増加が見込まれている。
※ＲＸ ロボティクス トランスフォーメーション

て、具体的な活動は分科会に参加する

加が可能な仕組みを構築することで、
広く建設業界に貢献するという本コン

会員に委ねられている。さらに、分科
会では、費用を負担して開発を行うメ

ソーシアムの目的に合致させている。

具体的な取組み︵分科会の事例︶

ンバーだけではなく、開発費を負担せ

︵ Robotics Transformation
︶
デジタル変革︵ＤＸ︶になぞらえ︑
ロボット変革の意︒

建設ＲＸコンソーシアムの概要
建設ＲＸコンソーシアムは、建設業界
全体の生産性および魅力向上をより一

ここでは、本コンソーシアムの具体

層強力に推進することを目的とした技
術連携を行うための組織である〈図２〉
。

的な取組みとして二つの分科会の概要
を紹介する。

研究開発機関を有する日建連加盟の
ゼネコンが正会員となり、各技術を実

設備機器などを搬送するロボットの開

ことができる。具体的には、内装材や

必要なコア作業に携わる時間を増やす

することによって、より高いスキルが

とって付帯作業であり、これを自動化

を連携させるための「ゲートウエイ」

ロボット／ＡＧＶ」
、ならびにこれら

ットプラットフォームおよび各種搬送

し、運行制御や状態管理を行う「ロボ

経路をＢＩＭ※と連動させて自動生成

テムの最大の特長は、ゲートウエイを

から構成されている。またゲートウエ

自動搬送システムは、搬送計画自動

通じてこれまで各社が開発してきたシ

発〈写真１〉や、そのロボットを使う

スケジューラー、搬送予約調整、搬送

ステムやロボットを容易に連動させる

イを通じて、仮設ＥＶやＥＶシャッタ

指示および実績収集を司る「搬送管理

ことができる点で、目的やニーズに応

ために必要なシステムの開発に取り組

アプリ（ＪＨＳ）
」と、同アプリから

じて柔軟に様々なシステムや搬送ロボ

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

の指示を受けて、各種ロボットの搬送

ーとも連動することができる。本シス

写真１．現場内の資材搬送の自動化

んでいる。

現場内の資材搬送は、建設作業員に

① 現場内の資材搬送システム

インフラ分野

際に活用する協力会社やサブコン、ロ
ボットメーカー、ＩＴベンダー、レン
タル会社等が協力会員としてコンソー
シアムに参画する。
総会は、本コンソーシアムの最上位
の会議体であり、正会員により構成さ
れ、役員の選任などの重要案件を決議
する。その下の幹事会は、幹事により
構成され、分科会の設置の決定など、
各種審議を行う。運営委員会は、全て
の会員の運営委員が参加するもので、
実務的な審議・検討を技術面を含めて
行う会議体である。共同研究開発はテ
ーマごとに分科会を設置し、参加希望

集

する会員が分科会に入り個別に共同研

特
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図２．建設RXコンソーシアムの体制

ットを組み合わせることができるオー
※ＢＩＭ
の略で︑
Building Information Modeling
建物の三次元デジタル設計情報にコストや仕上げ︑

を置き〈写真２〉
、そこから現場内や

まで水平運搬して、仮設エレベータで

ろしした資材を一階の仮設エレベータ

具体的には、搬入トラックから荷下

梯子を使って昇降する必要がある。ま

れた運転席まで最長約五〇ｍを、垂直

業時にはタワークレーン頂部に設置さ

タワークレーンのオペレータは、作

②タワークレーンの遠隔操作システム

タベースのこと︒

環境を実現している。本技術により、

することで、操縦席と概ね同等の操作

側で実際の操縦席の振動や揺れを再現

トに送信するとともに、コックピット

って撮影した映像を地上のコックピッ

レーンに設置した複数台のカメラによ

る技術を開発した〈図４〉
。タワーク

遠隔地のタワークレーンを遠隔操作す

作業フロアまで垂直搬送する。作業フ
た、作業開始から終了まで高所の運転

資材の移動や積込み、積下ろし作業等

プンで柔軟な仕組みを目指している

ロアでは別のロボットがエレベータか
日中拘束されることになるた

管理情報などの属性データを追加した建築物のデー

ら資材を荷下ろしして、作業場所まで
席に

め、オペレータへの身体的負担の軽減

昨春、タワークレーン遠隔操作シス

〈図３〉
。

搬送する。すでに実際の現場環境で試
行や実適用を進めている段階であり、

や作業環境の改善が求められていた。

テムを都内で施工中の建築工事に適用

操作する場合と同等

置された運転席から

のクレーン頂部に設

た。その結果、従来

全国の現場にあるタワークレーンを操

数台設置した施設を構築し、そこから

から、将来的には、コックピットを複

ーンの近傍にいる必要がなくなること

り、オペレータが必ずしもタワークレ

改善することに加えて、施設内では、

の作業が行えること
本技術の実現によ

作することも可能となる。作業環境が

図４．タワークレーン遠隔操縦の概要

を確認した。

がら遠隔操作を行っ

モニター映像を見な

ハウス内に設置した

３〉
、オ ペ レ ー タ が

ト を 設 置 し〈 写 真

写真２．タワークレーン遠隔操作用コックピット

簡易型のコックピッ

ユニットハウス内に

した。
この現場では、

の遠隔操作が可能である。

本コンソーシアムを通じて業界全体で

そこで、地上に専用のコックピット

図３．自動搬送システムの概要

の利用へと進めていく予定である。
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承ならびに若手の技量向上の一助にも

ることから、熟練から若手への技術伝

オペレータ一名による指導教育も行え

多数の若手オペレータに対して、熟練

よって自動分別し、圧縮減容すること

工事中に発生する産業廃棄物をＡＩに

合理化施工技術を検討している。
また、

クリート施工に関わる技術をまとめた

促す魅力的なビジネスチャンスの創出

ともに、異分野から建設業への進出を

発に伴う費用負担などが軽減されると

イズを依頼することで、利用者側の開

ていく。これにより、建設業界全体の

により、建設業界全体の課題を解決し

するなど、その普及を加速させること

げることで協力会社による導入を促進

ット・ＩｏＴ・アプリ等の価格帯を下

生産性および魅力を向上させること

につながると考えている。
具体的には、異業種向けに開発され

で、就労者のワークライフバランスの

によって環境負荷を低減する技術や、
建材の取付位置を示す墨と呼ばれる線

たもので建設現場への応用が可能と思

繋がる。
なお、ここで紹介した技術以外でも
を現場の床に自動的に書き出す墨出し

協力会社の負担を軽減し、ひいては社

分科会の設置に向けて様々な検討が進

が参画しており技術の進歩が急速なも

会の持続的発展および国民生活の安

向上・処遇の改善、若年層の就労促進、
の、量産による低コスト化が期待でき

定・向上に貢献していくという高い目

われるものや、国内外の多くのメーカ

るものなどが挙げられる。当面は、作

標を掲げている。今後の建設業界は、

ロボット技術の検討等を進めている。

建設業以外で生産性や安全性の向上

業員の疲労を軽減するアシストスーツ

ライバル会社として競合関係にありつ

められている。たとえば、現場でのコ

ら構成されており、どの作業も労働集

に活用されている既製ツールを、建設

や、作業員の体調を管理するためのバ

つも、協調領域として取り組むべき分

ンクリート施工は、ポンプ圧送・分配、

約型であることから合理化や自動化、

業向けにカスタマイズして業界全体で

イタルセンサ、現場管理に活用するド

野についてはお互いの技術や知恵を結

異分野技術の積極的な活用

機械化が求められている。そこで、こ

供用するための枠組みも分科会の一つ

ローン等を対象に検討を進めていく予

打設、締固め、仕上げと様々な作業か

れまで各社で開発してきた様々なコン

として近日中に立ち上げる予定だ。こ

集して業界全体の魅力を高めていくべ

きである。こうした主旨に賛同する建

設会社や、それを支援しようとする異

この課題を解決すべく、本コンソー

には無駄も多い。

じようなツールを個別に開発すること

なっていた。また、各社がそれぞれ同

く、カスタマイズ費用が大きな負担と

いたが、一社単独では市場規模が小さ

築物の品質、安全性を確保しつつ、技

本コンソーシアムの活動を通じて、建

高いものに変革していく必要がある。

し、建設生産プロセス全体をより質の

な新技術を積極的に採り入れて活用

技術を基軸にしつつも、異業種の多様

建設業は、これまで培ってきた建設

様々な方に参加を呼び掛けていく。

て技術開発や展開を担っていただける

建設業界全体、さらには我々と協働し

信し、技術連携の輪をより拡充すべく

いくとともに、その成果を積極的に発

今後、各社との協働を強力に進めて

分野の多数の企業が、本コンソーシア

シアムの枠組みを活用して業界から幅

術開発のコスト削減、リスクの分散お

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

ムに参画している。

広くユーザを集め、建設業としてのニ

よび開発期間の短縮を図り、施工ロボ

インフラ分野

ーズを集約して各ベンダーにカスタマ

し、建設向けのカスタマイズを行って

売元に発注して自社の建設現場で試行

定である。

集

今後の展望

れまでは、各社がそれぞれ既製品の販

特
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写真３．簡易型コックピット

