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１．はじめに
2015 年に閣議決定された「科学技術イノベー

ション総合戦略 2015」において “ 経済・社会
的課題の解決に向けた重要な取組 ”のひとつと
して “ 効率的かつ効果的なインフラ維持管理・
更新の実現 ” が挙げられ，「Society5.0」におけ
る開発目標のひとつとなっている。また，自然
災害に対する強靱性および適応の能力を強化す
ることは，「SDGs（Sustainable Development 
Goals：持続可能な開発目標）」のターゲットの
ひとつにもなっている。
インフラ設備の中で農業水利施設の排水機場
は，非常時に排水を行う，あるいは常時排水が
必要な地区において，農地等を災害や湛水被害
から守る設備であるが，建設後 40 年近く経過
している設備も多く，機能維持が困難となって
きている。一方で，昨今の豪雨や台風に見られ
るようにその規模，発生頻度とも過去を上回っ
ており，設備の適切な維持管理による機能確保
が不可欠となっている。
また，これまで設備の運用や管理の中核となっ
てきた人材が高齢化などにより減少して，作業
の効率化や省力化の推進が求められており，維
持管理の最適化を図るため，作業により得られ
たデータの有効活用等が求められている。
本稿では，このような背景を踏まえ，排水機
場の点検ならびに維持管理作業を，効果的かつ
効率的に行うことを支援するために開発を進め

ている「現場作業支援システム」について紹介
する。

２．「現場作業支援システム」概要
本システムは，設備の点検・維持管理作業に
従事する作業従事者ならびに設備の管理者を主
たる利用者と想定したシステムであり，開発にあ
たり，利用者が抱えていると考えられる課題とそ
の対応技術について，表１のとおり整理した。

表１　課題と対応技術
課題 対応技術

・非効率作業の排除
・紙ベースからの脱却

・ 携帯端末を活用した現場作
業のデジタル化

・情報の共有化
・データの有効活用

・ クラウド等による作業デー
タの一元管理

・技能伝承
・トラブル対応

・ 携帯端末による双方向コ
ミュニケーション

本システムは，ICT技術動向を考慮しつつ，
表１に示す対応技術の実現を図っている。
以下にシステム概要について紹介する。

（１）システム構成
本システムは，図１のシステム構成に示すと

おり，クラウドを活用したデータ管理，携帯端
末によるデータ入力および遠隔支援，無線セン
サによるデータ計測ならびにAR（Augmented 
Reality：実在する映像に仮想映像を重ねて表
示する技術）を利用した情報提供技術等を包含
している。
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（２）システム機能
本システムは，主に作業従事者が利用する「点
検作業」機能と，作業従事者と管理者双方で利
用する「遠隔支援」機能を有している。表２に
具体的な機能構成を示す。

表２　機能構成
区分 機能名称 機能概要
点検
作業

点検結果登録
機能

登録された点検項目に基づき，
携帯端末経由で結果登録

AR表示機能 ARにより無線センサ計測値，
作業手順，留意事項等を表示

データ保存機
能

サーバにおいて点検データの一
元管理

無線センサ
データ取込機
能

無線センサ（LoRa（Long 
Range）方式）との取り合い

報告書自動作
成機能

報告書ならびに任意の外部提出
ファイルの自動作成

遠隔
支援

映像共有機能 現場作業員が装着した携帯端
末による現場映像を管理者PC
（Personal Computer）と共
有

遠隔指示機能 カメラ映像上に管理者PCから
テキストやマーキング等で表示
を行い，対応方法を指示

図書閲覧機能 関連する図面等を管理者PCか
ら作業員の携帯端末に送信

表２に示す点検作業機能のうち，携帯端末
による点検結果登録ならびに AR による種々
の情報表示に関して，携帯端末の画面例を図２
に示す。
点検結果を登録する画面は，作業従事者が従

来使用していた紙の点検記録様式を作業開始前
にシステムに登録し，その様式に基づく表示形
式を選択できるようにしており，本システムで
作業を行う場合に，従来の紙へのデータ記録時
と違和感の無いように配慮している。また，必
要に応じて，クラウドで管理している過去の点
検記録を合わせて表示することにより，計測値
の変化に “気づく ” ことが可能である。
ARによる情報表示は，携帯端末のカメラで

対象の設備に貼付されたARマーカ（ARで表
示する仮想映像を認識するための標識）を認識
した際に，無線センサにより計測された計測値
や，関係者に情報共有したい内容や留意事項等
の情報を任意に登録・表示することができる。
ARマーカは，設備名称の頭文字などを認識

できるようにしたことにより，マーカ自体で
対象設備が判別できるようになっている。ま

図１　システム構成
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た，作業従事者や管理者が任意に登録すること
が可能となっている。
本システムは，無線センサとの信号授受に関
して，LoRa 通信方式（低消費電力で長距離の
通信ができる無線通信技術における変調方式の
一つ）に対応したセンサを中継する機能を有し
ており，該当するセンサの信号を受信して計
測値を AR で表示するとともに自動的に登録
する。
遠隔支援機能に関して，支援を受ける現場

作業従事者側の携帯端末として，タブレット
の他 “ ハンズフリー ” で利用することが可能な
HMD（Head Mounted Display：頭部装着型の
映像表示装置）に対応しており，作業性の向上
を図っている。支援を行う管理者側は，設備管
理者や当該設備の製作業者も想定しており，特
にトラブル対応の際は迅速な対応が可能と考え
ている。
（３）無線センサ技術
本システムは，無線センサとの取り合いに際

してLoRa通信方式を採用している。同方式は，
“IoT（Internet of Things）” 社会の本格的な到
来に向け，従来よりも低消費電力，広いカバー
エリア，低コストを可能とする IoT 時代の無
線通信システムである LPWA（Low Power 

Wide Area：低消費電力で長距離の通信がで
きる無線通信技術）のひとつとして期待され
ている。
LoRa 方式は，免許不要の周波数帯であ

る 920MHz 帯を使用しており，通信速度は
250bps ～ 50kbps 程度，通信距離は数 km～十
数 kmとなっている。同方式の推進団体「LoRa 
Alliance」の認定機器を用いることで，誰でも
ネットワーク構築が可能である。提供形態とし
ては，通信事業者が無線機器からの信号を中
継する機能を有する “ パブリック ” 方式と，利
用者が個別に中継機能を構築する “プライベー
ト ”方式が有り，本システムでは通信業者との
契約が不要である後者の “ プライベート ” 方式
を採用している。

３．現場試行　　　　　　　　　　
試行概要
国土交通省では，現場に導入する新技術の開

発促進，普及拡大を図り，「i-Construction」を
推進することを目的に，官側の有する “ 現場
ニーズ ” と企業の有する “ 技術シーズ ” をマッ
チングさせる取り組みを進めている。対象分野
の内，「防災・災害対応，復興等」の分野にお
いて，本システムを提案させていただき，現場

図２　携帯端末画面例
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実証の一環として，排水機場の実際の点検作業
で本システムを試行させていただく機会を得た
ので，その概要を紹介する。
対象の排水機場は，年間９回の点検（月点検：
８回，年点検：１回）が行われている。試行では，
９月に実施する月点検において，現場作業従事
者にご協力いただき，従来の点検作業と並行し
て本システムを使用した点検を実施いただくこ
ととした。なお，実施に当たっては，時間的な
制約等を考慮し，対象設備を主ポンプ系統（ポ
ンプ，原動機，減速機含む）および発電機に限
定した。
試行に先立ち，従来使用している点検記録様
式をシステムに登録いただき，原動機の４気筒
分に熱電対を設置して，排気温度（相当）を無
線センサで計測することとした。また，ポンプ
機側盤，原動機本体にARマーカを貼付し，無
線センサにより計測した排気温度ならびに現場

作業従事者等により任意に入力された留意事項
をAR表示することを確認した。排気温度につ
いては，事前に登録した点検記録様式に基づく
報告書ファイル等に，データが自動登録される
ことを確認した。これらを通して点検現場で
の活用に有効なシステムであることの見通し
を得た。

４．おわりに
本稿では，農業水利施設である排水機場の

点検ならびに維持管理作業を，効果的かつ効
率的に行うことを支援するために開発を進め
ている「現場作業支援システム」について紹
介した。
本システムにより排水機場の点検ならびに維

持管理作業を，効果的かつ効率的に行うととも
に農業水利施設の機能保全の高度化に貢献して
まいりたい。
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