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海上工事の生産性向上推進

一般社団法人 日本埋立浚渫協会専務理事 福　田　　　功

１.はじめに

生産性向上は、技能労働者の高齢化や
若手の担い手不足に直面する建設業界の
課題であるが、日本経済再興のために抜
本的な生産性向上が要請されていること
から、日本が克服すべき最大課題のひと
つとしてクローズアップされている。そ
こで、陸上工事とは異なり気象海象の影
響を強く受ける海上工事の技術の変遷を
たどりながら、生産性向上に向けた　
日本埋立浚渫協会の検討や最近の動向を
紹介する。

２.建設現場の生産性向上の
必要性

　日本建設業連合会は「建設業の長
期ビジョン」１）（2015 年）で、350 万
人の技能労働者は高齢化による離職等に
より、今後 10 年で 128 万人程度減少し、
これを新規の入職者と生産性の向上でカ
バーする必要があるとした。

一方、安倍内閣は GDP600 兆円（2020
年目標）に向けた日本再興戦略の中で、
人口減少社会や人手不足を克服するため
に生産性の抜本的向上が必要との方針を
掲げ、石井国土交通大臣は未来投資会議
（議長：安倍総理、2016 年９月）におい
て、「i-Construction を推進し建設現場
の生産性を 2025 年度までに２割向上を
目指す」と表明した。　日本建設業連
合会は、生産性の向上がわが国経済の健
全な成長を牽引する最も基本的な要請で
あることから同目標を受け生産性の測定
指標を定めフォローアップを行うことと
した。

測定指標の算定式：
完成工事高（円）/延労働時間（人時）
また、国土交通省は石井大臣のリー

ダーシップのもとで生産性向上を目指し
て、ICT 技術の活用やプレキャスト化を
柱 と し た i-Construction を 推 進 し、
2016 年を「生産性革命元年」、2018 年

を「生産性革命深化の年」として取組み
を強化した。

さらに、2018 年通常国会にて働き方
改革関連法が成立し、法施行後５年の猶
予を経て罰則付きで長時間労働規制が建
設業にも適用されることになった。当協
会では、週休２日を柱とする「港湾工事
における働き方改革推進の基本方針」
（2018 年３月）を策定し取組んでいるが、
週休２日を実行するためにも建設現場の
生産性向上は不可欠の課題となった。

３.海上工事の特徴と技術の
進歩

野口（　日本埋立浚渫協会技術委員
長）によれば、海上工事は陸上工事に比

べて、①海中で透視度が悪い、②常に波
等の自然外力にあらがって施工しなけれ
ばならない、③波や風等の影響を受ける
ので稼働率は陸上の２分の１～３分の１
と低い２，３）など厳しい作業環境下に置か
れているため、それらを克服する要素技
術を開発し発展させることにより生産性
向上を図ってきた。つまり、海上工事で
はいち早く、海中の可視化や海上作業の
自動化・機械化あるいはプレキャスト化
を図ってきており、これからもそれらの
要素技術を着実に高め、そのうえで、コ
ンピュータ技術や通信、電気、測量、計
測、材料、機械などの幅広い分野の技術
を取り込む必要性がある。

図－１に示すように、海底地形の把握

図－１　海底地形把握技術の生産性・精度向上の歴史

図－２　作業船の規模拡大の歴史
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は 1950 年代までは六分儀で船の位置を
定め、レッドと呼ばれる錘の付いた釣り
竿で水深を把握し海底地形を描いていた。
その後、六分儀はトランシット、GNSS（衛
星測位システム）へと進化、レッドは単
素子の超音波から多素子へ、そして水中
ソナーへと進化した。生産性は 4.6 倍、
精度は３倍、データ量は 100 万倍以上に
なった。昔は５人がかりだった作業を１
人で行うことが出来るようになり、大量
のデータは３次元データとして海底地形
図や施工出来形図の作成、海底地形の変
状管理や地盤沈下管理に使用されている。

次に、図－２を見て欲しい。海上工事
では足場の不安定さを避けることが出来
ない。しっかりした足場のセットに時間
がかかるので作業船を大型化することで
安定性の確保と施工効率の向上が図られ
た。しかし、大型化の傾向は作業船の開
発・導入から 30 年で終了し、今日では
専ら ICT 化に特化している。作業船の操
作室にはパソコンが並び（写真－１）「気
象海象の現況・予測」「監視カメラや水
中ソナーの画像」「位置情報・操船状況」
がリアルタイムで表示されるなど、ICT
の技術が駆使されている。

また、厳しい海上の現場条件では、陸
上ヤードでブロック化された本体を造っ
ておいて一気に現場で組み上げるプレ
キャスト工法が有効である。足場が不安
定で稼働率が低い海上工事では、相当以
前から、ケーソン式構造物やブロック式
構造物などのプレキャストが使われて来
たが、他の構造形式や工種でも可能な限
りプレキャスト化が図られるべきであろ
う、と協会では考えている２，３）。なお、
プレキャストは個別単位で製作すること

からデジタル情報になじみやすいので、
後述する CIM モデルにも簡単に統合され
る。

４.生産性向上方策の提案

当協会では、2016 年度から３年間、
海上工事の生産性向上について具体的な
推進方策の検討を行ってきた。また、検
討結果をもとに、国土交通省港湾局、地
方整備局等、国の研究機関に対して協働
すべき具体策を提案し意見交換を行って
きた４，５，６）。

(１)生産性向上技術の標準化
海上工事では、現場施工に関する ICT

化等の多数の工法・技術が開発され、現
地で実際に適用されている。関西国際空
港や羽田空港第４滑走路等の大規模工事
で新規に開発し、それらに改善を加えて
各社オリジナルの工法や技術として育て
たものや総合評価制度の技術提案で磨い
てきた技術もある。表－１は、当協会会
員の複数の会社が保有・実用化させてい
る生産性向上技術を一覧にしたものであ
る。これらは各社がそれぞれ独自に開発
し任意に適用しているもので、性能や品
質、精度、効率性等がどれほど検証され
ているかは分からない。協会としてこれ
らの工法・技術について、性能の検証や
基本的スペックの標準化に協力してゆく
が、実施設計にも反映されることにより
海上工事の生産性は格段に向上すると考
えている。

一 方、 国 土 交 通 省 港 湾 局 は
i-Construction 推 進 の 一 貫 と し て、
2016 年度から「港湾における ICT 導入
検討委員会」（委員長：岩波光保東京工

業大学教授）を組織し、港湾工事の ICT
化の第１号として、ナローマルチビーム
を用いた浚渫工事の深浅測量を取り上げ、
標準的な作業方法や精度の確保、規格の
統一等を定めたマニュアルの整備、出来
形管理基準や積算要領の作成等を行った。
また、ICT 化の工種を基礎工やブロック
据付工に広げ、① ICT の効果を検証し、
基準・要領を作成するためのモデル工事
の実施、②整備した基準・要領を検証・
改訂するための試行工事の実施、③全国
での運用の３段階で行うとの方針を示し
た。また同時に、CIM モデル構築や人材
育成を含めた「港湾工事の ICT 導入ロー
ドマップ」を提示した。これにより港湾
工事の ICT 化の計画的で総合性のある道
行きが明らかになったため、民間の動き
を大いに活性化させるものと期待してい
る。

(２)施工CIMモデルの構築
CIM は１つ１つの要素に品質・出来形・

施工時期等の属性データを登録すること
やデジタル画像との組み合わせが可能で
あることから施工管理の有用なデータ
ベースになり得る。また、前章で述べた
ように、海上工事の建設施工の現場では、
デジタルデータで対象を観察することが
当たり前になっているため、先行してい
る調査や設計のデータと共に CIM モデル
で一つに統合することは必然の流れと理
解される。そこで、CIM を従来の帳票管
理システムに替わる施工管理ツールとし
て使い、将来は維持管理のデータも登録
し、設計から施工・管理まで構造物のラ
イフサイクル全体に渡り活用することが
有益と考えられる。

写真－１　最新の浚渫船の操作室

表－１　協会会員の保有する生産性向上技術の一覧
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国土交通省港湾局は CIM 活用の方向性
等について関係団体とも考えを共有しつ
つ、現在、桟橋式構造物等で CIM 構築の
モデル業務を推進している。

(３)プレキャスト化の推進
プレキャスト化は、波浪の影響を受け

る港湾工事に有効なだけでなく、生産性
向上に顕著な効果を期待できる。図－３，
４は水深 10 ｍの桟橋に、延長 125 ｍ×
幅 30 ｍの上部工を現場打ちコンクリー
ト（RC）とヤード製作のプレキャストコ
ンクリート（Pca ヤード）、工場製作のプ
レキャストコンクリート（Pca 工場）に
した場合の３つのケースを比較計算した
ものである。コスト的には Pca がやや割
高になるものの、生産性（コスト /労働
人数）は明らかに向上する。また、海上
で足場を組んで支保工を立て、コンク
リート打設後にそれらをまた解体すると
いうような工事を、潮位変動や波がある
中で行うことは危険を伴い、かつ、時間
もかかる。しかし現実は、コストが安い
という理由で RC が採用されることや RC
で契約しておいて後に Pca に変更される
事例が多い。

桟橋の上部工については、Pca のコス
ト低減や RC を標準とする現行の考え方
の見直し等について踏み込んだ検討が望
まれている。

(４)生産性向上に貢献する工法・技
術の導入促進

生産性向上に貢献する工法・技術は、
ICT やプレキャストに関するものの他に
も、作業船、機械・装置、製品、材料な
ど裾野が広い。また、実用化が済んでい
る技術から、実用化の一歩手前にあって
現地確認すれば使えるものや現地に合う
ようにカスタマイズすれば使えるものも
ある。しかし、このような技術は生産性
向上に効果があるとしても、採用につい
ては、コスト増を受注者が負担するなら
ば認めても良いと言う、発注者サイドの
基本的考え方がある。

一方、工期が迫っている現場では、大
型の作業船や能力の大きな機械を用いる
ことによって工期短縮を図るべきか、あ
るいはコスト重視で在来の工法通り進め
るべきか、日々判断されている。これも
同様にコスト増を受注者が負担するなら
ば能力の大きな機械の使用を認めても良
いという発注者サイドの基本的な考え方
がある。

協会では、様々なケースで生産性向上
の効果について事例研究を行っているが、
さらに踏み込んだ検討が望まれている。

５.結びに

〇製造業やサービス業と異なり、土木
工事は原則、屋外現場で単品生産、請
負工事方式が採られるため、生産性を
向上する工法・技術を導入しても即座
に当該工事のコスト低下に反映される
ことはなく、むしろ、コストは上昇す
ることが多い。生産性向上を大きく前
進させるためには、この点について民
間の努力を促しつつ、どう整理される
かが問題になるが、今後の検討に期待
したい。
〇AIの活用や新たな発想で、将来の港
湾・空港・海洋工事の生産性を飛躍的
に向上させるような革新的な新技術に
挑戦すべき時代にいると考えている人
が多い。国には民間の挑戦を加速させ
るような大きな舞台づくりを、国の研
究機関には革新的な技術開発の先導役
を期待したい。
〇ICT化を駆使して生産性向上を図る
ためには、他分野との協力や連携を
図りながら有用な技術に育てること
が早道である。i-Construction推進コ
ンソーシアム（会長：小宮山宏㈱三
菱総合研究所理事長）や東京大学の
「i-Constructionシステム学」寄付講
座などの連携の舞台は整備されつつあ
る。協会の内外を問わず積極的な技術
の交流・発展を目指したい。

【参考資料】

１）再生と進化に向けて －建設業の長期ビジョン－ 
(2015年４月)　日本建設業連合会

２）I-Constructionのさらなる進化と生産性向上　
    野口哲史　日本埋立浚渫協会技術委員長　
   雑誌「運輸と経済」2018年11月　交通経済研究所
３）港湾工事現場を取り巻く環境と生産性向上への取り

組み　野口哲史　日本埋立浚渫協会技術委員長
　　情報誌「港湾」2018年８月　日本港湾協会
４）平成28年度意見交換資料　　日本埋立浚渫協会
５）平成29年度意見交換資料　　日本埋立浚渫協会
６）平成30年度意見交換資料　　日本埋立浚渫協会

図－３　桟橋上部工のプレキャスト化
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図－４　現場RCとプレキャストの比較




