月から「ｅ―Ｓｔａｎｄ」納入

大成ロテック

「継手」規格制定へ委員会
いる。このため工業会の
冷媒用アルミ被覆管規格
制定委員会は、９月１日
付で冷媒用被覆アルミニ
ウム合金管「ＡＰＥＡ１
００１：２０１８」
（ 一般
仕様）を規定した。これを
受けて、
「 継手」に関する
規格制定を行う委員会の
立ち上げ気運が急速に高
まった。
報告によると 月に継
手規格制定委員会のメン
バーを募集し、 月末まで

年内立ち上げ

冷媒用銅管のアルミ配 （ＡＰＥＡ、入江孝弘代表
管への代替化に取り組む 理事）は 日、東京・大田
アルミ配管設備工 業会 区の大森東急ＲＥＩホテ
ルで、報告事項の
みの臨時社員総会
を開き＝写真、冷
媒用継手規格制定
委員会を早急に立
ち上げる方針など
を報告した。
次世代の空調冷
媒用配管材料とし
てアルミへの注目
が急速に高まって

アルミ配管
設備工業会

ソフトとの連携を予定し
ているほか、各サービス
のスマートフォンアプリ
化を進めており建設現場
支援サービス機 能の充
実、進化を図っていく。今
後、病院や学校、ホテル、
イベント会場にも展開し
ていく考え。

月から導入するのは
同社が施工する首都圏の
か所の現場のほか、日
建リース工業で担当する
他社の 現場となる。リ
ース料は月額５～ 万円
を予定している。また、将
来的には、防犯カメラや
スピーカー、バイタルチ
ェックなど様々な機器や

多言語での受付・接客に対応

に順次委嘱する。アルミ冷
媒配管用分岐継手、メカニ
カル継手、ろう付け用継手
などの規格制定を急ぐ方
針。継手規格制定委員会の
ほか、広報委員会、認証委
員会の３つの委員会を設
置する。また、総会報告で
は、仕様「ＡＰＥＡ１００
１」について「規格はこれ
で完成ではなく、順次会員
の研究による知見を結集
し、必要に応じて改定を実
施する」ことも重ねて強調
した。
同工業会は、アルミ配
管の普及を目的に今年１
月に発足。６月の臨時総
会時の会員数は 社。そ

の後、入会の働きかけを
行った結果、大手電機メ
ーカーや素材メーカー、
大手ゼネコン・サブコン、
代理店など 社が新たに
入会し、正会員 社、賛助
会員５社の全体会員数
社となっている。
臨時総会に先立って基 ィールド検証）」と題して
調講演が行われ、
「ＡＰＥ 講演した。
Ａ１００１」のほか、三機
現在、空調の冷媒配管は
工業の植村聡氏が「アル 銅管が ％以上のシェア
ミ冷媒配管工法による施 を占めている。しかし、銅
工（施工方法の検証と三 需要は新興国の発展に伴
機テクノセンターでの施 う増加に加え、電気自動車
工例）」、高砂熱学工業の （ＥＶ）の急速な普及によ
込山治良氏が「アルミ冷 って 年後の２０２７年
媒配管システムの 開発 には約９倍に増えること
（機械式継手の開発とフ が予想される。それに伴い
30

プラントの出荷能力強化

最新の研究成果を報告

銅価格の急上昇も懸念さ
れている。一方、アルミは
地球上に豊富にある金属
で価格も安定している。低
炭素社会への貢献でも優
位性がある。冷媒管を銅か
らアルミに転換すること
でＣО ２は ％削減でき
る。業界に向けてアルミ
管のリサイクル率 ％を
提唱していく。

ス、マンション、病院・
介護保険施設などを対象
に、
「ＥＭＩＥＷ‐ＴＴ」お
つくばフォーラム 開催
よび「ＥＭＩＥＷ３」を用
いた実証実験を推進する
新菱冷熱工業は 日、 プの事業発展を目的に実
とともに、さらなる機能強 茨城県つくば市の同社中 施しており、経営陣が経営
化を図り、都市空間におけ 央研究所で「つくばフォ 的視点から研究開発成果
るユーザーのさまざまな ーラム２０１８」を開催 を確認し、今後の方向性を
議論する場として 年か
課題解決に貢献するスマ した＝写真。
ートビルディングサービ
同フォーラムは、研究 ら毎年開催している。
加賀美猛社長をはじめと
スを提供していく。
開発を通じた新菱グルー
９回目となる今回は、 する国内外の新菱グルー
プの経営陣 人が参加
全面リニューアルした工 し、研究開発の進捗や成
場全景
果について、担当研究員
から報告を受けた。また、
福知山合材工場火入式挙行
研究員への質疑応答や講
評を通じて、研究の方向
性や社内展開の方法、事

業化に向けた課題などが
議論された。
今回の主な報告は、①
スマート養蚕システムの
開発②コアンダ効果を利
用した空調システムの開
発③防食施工技術の開発
④熱源最適制御システム
の開発。このほか、生産環
境のクリーン化技術や設
備診断システムの開発に
ついても報告した。

ＩＣＴへの取組など 件

60

のほか関東３支店（東京
支店、西関東支店、北関
東支店）の社員が参加。
新技術開発を中心に、Ｉ
ＣＴへの取り組みや業務
改善について 件の発表
があった。
冒頭、今枝良三社長＝
写真＝は「今期は〝人材
育成と働き方改〟〝既存
事業の強化と前田道路ブ
ランドの確立〟〝新たな
成長分野の確立〟を基本

期技術・業務発表討論会

前田道路は 日、東京
これまで以上に業務に励 ・品川区の本店ビ ルで
んでいくとの決意を示し 「 期技術・業務発表討
た。
論会」を開催した。本店
同工場の所在地は京都
府福知山市字牧１３９。
建替工期は 年２月１日
から 月 日。

16

アプリ型コミュニケロボ開発

うち、多言語会話による
情報提供の機能に特化
し、容易に設置・導入で
きるモデルを求めるユー
ザーも多くいたことか
ら、タブレットなどで多
言語での受付・接客対応
などを行うアプリとして
「ＥＭＩＥＷ‐ＴＴ」を
開発した。

20

94

新菱冷熱工業

10

建設現場の働き方改革に貢献

正確な位置情報を可視化

ＩＥＷ３」（エミュー・
スリー）と、リモートブ
レイン構成のロボットＩ
Ｔ基盤を用いた受付・接
客対応などの実証実験を
行ってきた。
実証実験を重ねていく
中で、「ＥＭＩＥＷ３」
の特長である自律走行や
多言語会話などの機能の

25

ンガスの導入により、Ｃ
Ｏ ２を ％削減する。ま
た、アスファルトプラン
トをシェルターで囲むこ
とで、粉塵飛散・騒音の
抑制も図っている。
除幕式で挨拶に立った
西田義則社長は、「地域
のインフラ整備に貢献し
ていくとともに、より一
層質の高いサービスを提
供していくことでお客様
の要望に応えて いきた
い」と述べ、新工場スタ
ートを機に、職員一同が

18

20

３Ｄモデルとメガネ型端末活用

大成ロテックは 日、
建て替えを進めていた福
知山合材工場の火入式・
除幕式を執り行った。老
朽化のため全面リニュー
アルしたもので、プラン
トの出荷能力を強化し、
出荷拡大を目指す。
新工場のプラント能力
は、ミキサー容量２㌧バ
ッジ、時間１２０㌧の出
荷能力を有し、合材サイ
ロ２基を備える。環境面
に特に配慮し、同社プラ
ントでは初となるプロパ

90

ロックボルト工事用構台を開発
現場とともに専用部材製品化

94

劣化対策として、電気防食
技術の重要性は増してい
る」と述べた。
講習会はコンクリート
構造物の維持管理と電気
防食技術の動向をテーマ
に、技術講習では同協会
次世代技術者の会のメン
バーが、「電気防食の提

千葉労働局長
奨励賞を受賞

髙松建設

髙松建設は４日、千葉
市中央区の千葉市民会館
で「 年度千葉県産業安
全衛生大会」において、
千葉労働局長奨励賞を受
賞した＝写真。
同表彰は、安全衛生に

方針として推進してき
た。新技術の開発・業務
の改革は、各部門の連携
が必要で、発表で得られ
た知識を共有して自分の
仕事に生かしてほしい。
さらに来年からは、この
発表会を外部の人も招い
て開催したい」と呼びか

コンクリ構造物の劣化対策

日本エルガード 協会 会の篠田吉央理事兼広報 案から維持管理まで」
「電
（小堺規行会長）は 日、 委員長は「講習会は受講者 気防食のＱ＆Ａトピック
東京・千代田区の学士会 の意見も取り入れ、内容に ス」と題し発表を行った。
館で「技術講習会２０１ 変化をもたせ工夫してい
技術講習に続いて首都
８東京」を開催し、約
る。コンクリート構造物の 高速道路プロジェクト部
人が参加した
構造設計室更
＝写真。
新設計課長の
冒頭、挨拶
溝口孝夫氏が
電気防食技術の最新情報発表
に立った同協
「首都高速道
路の大規模更新」と題し、
講演を行った。また、土
木研究所先端材料資源研
究センター材料資源研究
グループグループ長の渡
辺博志氏が「維持管理に
関する調査研究を振り返
って」と題して特別記念
講演を行った。

17

「ＥＭＩＥＷ‐ＴＴ」
は、タブレットなどで「Ｅ
ＭＩＥＷ３」のアバター
（分身）と多言語で会話
ができるアプリで、公共
空間での利用に求められ
る雑音環境下での音声認
識性能に特長がある。
タブレット上で動作さ
せる場合には、人が近づ
いてきたことを検知する
近接センサーと多方向か
らの音声に対応可能なマ
イクを備えた専用のクレ
ードルを組み合わせて使
用。人がタブレットに話
しかけると、「ＥＭＩＥ
Ｗ３」のアバターとの会
話が始まる。。質問に対
する回答はロボットＩＴ
基盤に蓄積したデータを
照会して行い、質問内容
に応じて施設情報などを
画面上に表示する。会話
内容は画面上にも表 示
し、円滑な会話を支援す
る。
両社は、人手不足や外
国人対応などの課題を抱
える商業・複合施設、ホ
テル・旅館、駅、オフィ

「ＥＭＩＥＷ‐ＴＴ」画像イメージ

大澤全管
連 会 長

15

11

日綜産業（小野大社長）
は、国土交通省中部地方
整備局主催で 日、 日
の２日間の日程で開催さ
れた建設技術フェア２０
１８ｉｎ中部に、法面作
業構台マルチアングル工
法「ロックボルト工事用
構台」を初出展した。
マルチアングル 工法

18

15

た、斜面の起伏に併せて
設置できる可動式の接合
部材や削孔機の上下移動
の際に設置するスロープ
をシステム化したため、
工事の進捗に影響を及ぼ
すことなく削孔機の移動
が可能となる。
既に 現場で採用され
ており、共同開発者で実
際に工事を担当している
鉞組の鉞社長は「足場工
事に関して進捗率が従来
工法（単管パイプ、クラン
プを用いた工法）に比べ
て２００％以上向上し、
労務費、工期が半減でき
た」ことを確認している。
日綜産業では、今後も
現場の声を反映した製品
開発に取り組み、安全な
足場の提供を目指してい
く。

関する水準が特に優秀で
他の模範と認められる事
業場または団体、長年に
わたり労働安全衛生に尽
くし安全衛生水準の向上
に多大な貢献をした事業
場・個人に対して千葉労
働局より贈られる賞。
今回、同社はグループ
会社である青木あすなろ
建設とともに「髙松・青
木あすなろ特定建設工事
共同企業体」として施工
した（仮称）Ｄプロジェ
クト流山Ｃ棟新築工事に
おいて、安全衛生に関す
る水準が優秀で改善のた
めの取り組みが他の模範
と認められ受賞した。

けた。
ＩＣＴの取り組み で
は、ＩＣＴ推進課より前
田道路版ＩＣＴの未来の
ロードマップも示さ れ
た。

業績修正

北弘電社（ 日）
年３月期第２四半期の
個別業績予想を修正した。売
上高は前回予想の 億円か
ら 億円、経常利益は損失３
０００万円から損失１億４
５００万円、四半期純利益は
損失２５００万円から損失
１億円に修正。
主な修正理由について、受
注済工事案件の下期への繰
り下がりにより減少し、それ
に伴い利益も減少したこと
などによる。

事

国土交通省
（ 月 日）大臣官房付（内閣
官房副長官補付企画官）勝谷大輔
清水建設
（ 月１日）次世代リサーチセ
ンター副所長、岩瀬健一

人

57

85

99

10

10

15

12

大成ロテック

ロックボルト構台用部材

前田道路

18

10

山市、鉞勇貴社長）と共同
開発したもの。
新たにロングトラスビ
ームやロングホリゾンタ
ルなど約 種類の専用部
材を開発。支柱間隔３㍍
×１２０㌢と支柱が少な
くても十分な強度を確
保。クサビ緊結式で全て
がシステム化しているた
め、熟年職人でなくても
ハンマー１本で正確かつ
迅速な組立が可能だ。ま

18

日綜産業

11

11

12

は、ハンマー１本で組立
解体ができるため従来工
法に比べて作業がスピー
ディーに行える。組立後
は振動によるクサビの緩
みが無い。防錆性・耐久性
に優れている。部材の軽
量化を図っているほか最
小限の大きさとしている
ため人手による運搬が可
能。システム式のため、構
台の盛り替えが楽にでき
るなどの特徴がある。
このシステムをベース
に、様々な専用部材を開
発することによりロック
ボルト工事用の専用構台
を足場組立パートナー会
社である鉞組（岐阜県高

19

「水道法成立」に全力

30 17

17

17

新制度導入と適正な運用
活用等が柱。
また、 日の理事会に
は、平成 年７月豪雨及
び北海道胆振東部地震に
関する見舞金贈呈や、水
道施設整備費に係る歩掛
改定検討会ワーキンググ
ループの委員推薦、全管
連管工事賠償補償制度の
全国進捗状況等が報告さ
れた。賠償補償制度は、
今年１月に設定した 月
末までの加入目標件数
（１４２０件）を超え、
月１日現在で１４３６
件となっている。

18

10

12

17

立
日
11

10

設整備関係予算要求」等
のあと、記者会見した大
澤会長は、継続審議とな
っている水道法改正案に
ふれ、「（与党だけでな
く）野党にも早期成立を
お願いした。審議日程は
タイトのようだが、今臨
時国会で成立するよう全
力投球する」と、あらた
めて改正案の早期成立へ
の期待とそれに向けた決
意を示した。
水道法改正案は、指定
給水装置工事事業者の更

19

49

10

11

大澤会長

18

日本エルガード協会

キャリアアップシステム
飛島建設グループとＷｉｌｌ Ｓｍａｒｔの２社は 日から、建設現場向
の端末として連携活用す
けの働き方改革システム×ＥＣビジネスのプラットフォーム「ｅ―Ｓｔａ
ることで作業スタッフの
ｎｄ」のサービスを開始する。建設現場の生産性向上と利便性向上につなが
保有資格や習熟経験など
る各種サービスを提供するプラットフォームとして、ＥＣサービスや現場
も包括的に把握できるよ
管理サービス、安全教育サービスなどを提供する。同サービスは働き方改革
うになる。
に貢献する各種コンテンツサービス、ＥＣ機能を併せ持ちデジタルサイネ
安全教育サービスは、
ージやスマートフォンアプリを通じて提供される。同サービスの販売・設置
デジタルサイネージを通
・メンテナンスに関しては日建リース工業とパートナーシップを締結して
して各種安全教育コンテ
おり、販売網を持つリース会社と協業することで拡販を目指していく。今年
ンツを多言語対応で提供
度は 月から現場への納入を開始し セットを販売する計画。
する。集合教育、個別教
「ｅ―Ｓｔａｎｄ」は２ 注文した商品は直接、迅 が省け社会的なトータル 育、レベル別教育、職種別
社で共同開発したデジタ 速に現場に届けられるほ メリットを実現してい 教育など適宜、効果的、効
ルサイネージシステム。 か、同社グループが開発 る。サービスコンテンツ 率的な教育環境が整備で
ＥＣサービスは、昼食弁 した「ｅ ｐａｌＢＯＸ」 は、ミドリ安全、アシック きる。そのほか、作業情報
当の購入や工具の調達な と組み合わせることで現 ス商事、マキタ、玉子屋と や安全情報の周知、局地
どの注文、受取、決済の手 場での無人受取が可能と 連携しており、今後はフ 気象情報、交通情報、工程
続きを簡素化したもので なる。支払いＧＭＯペイ ァーストフード、文房具、 情報、配置情報等を配信
メントゲートウェ ウェア会社等との連携拡 する。サービスの提供は、
プラネックス、スカイフ
イによる決済サー 大を図っていく予定。
現場管理サービスにつ ィッシュによる教育コン
ビスの提供でクレ
ジットカード決済 いては、建設ＩＣＴ改革 テンツの配信が決まって
や携帯通話料金と の一環として作業スタッ いる。
一緒に支払うこと フの入退場管理や健康管
ができるキャリア 理を提供する。このサー
決済も選択でき、 ビスは、虹彩認証機構に
現場でのキャッシ より作業スタッフの虹彩
ュ レ ス 購 入 が 可 情報を読み取り入退場情
能。加えて配送業 報等を記録するシステ
者にとっても配達 ム。加えて、来年春から導
日立製作所と日立ビル
ロスや集金の手間 入が予定されている建設 システムは、タブレット
などで多言語での受付・
接客対応などを行うアプ
リ型のコミュニケーショ
ンロボット「ＥＭＩＥＷ
‐ＴＴ」（エミュー・テ
ィーティー）を開発した。
電線共同溝工事の事故防止
今後、実証実験などを通
じて早期の実用化 を図
り、商業施設などにおけ
る人手不足や外国人対応
などの課題解決に貢献す
る。
両社はこれまで、駅や
空港、商業施設、オフィ
スなど、さまざまな施設
において、 年４月に日
立が開発したコミュニケ
ーションロボット「ＥＭ
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＨｏｌｏＬｅｎｓ

10

飛島建設
グループら
16

19

22

ことから今
後の同工種
への適用を
本格化させ
る。
また、Ｃ
ＩＭの導入
では、既設
管の損傷防
止以外に
も、既設管
と設計を３
次元データ上で比較する
ことで、管路の干渉など
事前協議がスムーズに進
められるとともに、手戻
りを減らす効果も見られ
た。
ＨｏｌｏＬｅｎｓによ
る視認を体感してもらっ
た近隣住人からは、「自
宅前の地下にたくさんの
管が通っていることに驚
いた。非常に興味深い経
験だった」との感想も聞
かれた。

17

全国管工事業協同組合
連合会（大澤規郎会長）
は 日、東京都港区高輪
の品川プリンスホテルで
臨時総会並びに理事会を
開催し、役員の補充選任、
各種報告など行った。
厚生労働省の担当官に
よる講演「 年度水道施

10

ＥＣ、現場管理サービス等を提供
大成ロテックは、ＣＩ 国道 号秋葉町管路敷設
ＭデータとＭｉｃｒｏｓ 他工事に適用した。
ｏｆｔ社のＨｏｌｏＬｅ
同技術は、既設埋設物
ｎｓ（現実世界の中にホ のレーダー探査による３
ログラフィックを重ねて 次元モデルと電線共同溝
表示させるメガネ型ウェ の３次元設計データの３
アラブル端末）を用いた 次元複合データを、Ｇｙ
事故防止技術を電線共同 ｒｏＥｙｅ Ｈｏｌｏ（イ
溝工事に導入し、国土交 ンフォマティクス社ＭＲ
通省近畿地方整備局和歌 ソリューション）でオリ
山河川国道事務所発注の ジナルファイルに変換し
てＨｏｌｏＬｅ
ｎ ｓ に 取 り 込 店や住宅が並ぶなか交通
み、重機オペレ 量の多い国道を片側規制
ータなど工事関 で交通解放しながらの施
係者が施工前に 工となるため、施工スピ
現地で設計と埋 ードが求められると同時
設の位置関係を に、地下埋設物の損傷事
視 認 す る こ と 故防止など安全管理にも
で、既設埋設管 注意が必要な工事であっ
の損傷防止に役 た。
立てる。
同技術を用いて既設地
同技術を初導 下埋設物の正確な位置情
入した国道 号 報を可視化し、作業員に
の無電柱化工事 実際の現場で周知するこ
地上部の点群および既設埋設管・新 は、今年２月か とで、地下埋設物の損傷
規管路を統合したＣＩＭモデル
らの施工で、商 防止への効果が見られた
42
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２０１８年（平成30年）１０月 １９日（金曜日）
（第３種郵便物認可）

