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仁伸

たものが，長辺 540 ｍ，短辺 125 ｍの圃場に再編

1．はじめに

されています。広域的に圃場の大区画化や圃場面

情報化施工は，北海道開発局発注の工事では，

の質的改良が行われ，結果，農作業が効率的にな

道路や河川で，同一パターンでの施工量が多いこ

り，田畑輪換も容易になります。約 80 戸の散在

ともあり，積極的に取り入れられてきました。一

農家による個別経営だったものが，集落ごとの 4

方，農業でも，最近は，農地再編整備の面工事を

つの組織経営体に圃場が集積・集約され，区画も

中心に取り入れられるようになってきています。

格段に大きくなります。結果，整備後の農地では，

本稿では，北海道の国営農地再編整備事業にお

ＧＰＳガイダンスや衛星測位システムＧＮＳＳを

ける面工事での情報化施工の導入の状況と課題に

活用した農作業機械や，無人ロボット化した農作

ついて述べ，最後に当チームの研究で情報化施工

業機械が，機能を効果的に発揮できる環境が整い

に関連する部分を紹介します。

ます。

２．北海道の国営農地再編整備事業

３．情報化施工の導入状況

国営農地再編整備事業は，北海道では，平成

国営農地再編整備事業の圃場整備工事における

29 年度現在，水田地帯で 13 件，畑作地帯で 3 件，

情報化施工の導入状況について，北海道開発局か

酪農地帯で 2 件の計 18 件の地区が実施されてい

ら提供のあった平成 27 年度の調査データを基に

ます。

述べます。圃場整備の工事 114 件のうち，44 ％

写真－ 1，2 は，水田地帯である上川管内の上

の 50 件でトータルステーション（以下，ＴＳと

士別地区のもので，長辺 130 ｍ，短辺 30 ｍだっ

記す）を使用していました。うち，施工測量には

写真－１ 小区画〔0.3 ～ 0.5 ha〕

写真－２

大区画〔地区の標準は 3.4 ha（270 ｍ×
125 ｍ）であるが，写真は地区内最大の
6.8 ha の圃場〕

（写真は，北海道開発局のパンフレット「北海道の農業農村整備 2017」から引用）
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9 割の 45 件で使用されていま
したが，施工管理は 2/3 の 32
件にとどまっていました。（図
－ 1）
また，このＴＳ使用工事 50
件のうち，設計図書を基に作成
した設計値データをＴＳに入力

図－１ 圃場整備の工事におけるＴＳ使用状況

して使用したというのが 24 件，
ＴＳで出来形を計測したという
のがほぼ同数の 25 件でしたが，
ＴＳ画面上で設計値と出来形の
差を確認しながら工事を行った
というのは 10 件にとどまって
いました。
（図－ 2）
さらに，市販ソフトなどで出

図－２

ＴＳでの設計値使用・出来形計測の状況

図－３

ＴＳでの設計値使用・出来形計測の状況

来形管理図表などの施工管理記
録を自動作成していたのは，Ｔ
Ｓ使用工事 50 件のうちの 20 件
にとどまっていました。図－ 3
以上から，ＴＳは，個々のパー
トには用いられてきています
が，設計値と出来形値の照合確
認や，施工管理記録の自動作成
といった施工管理の重要な部分
への使用はまだ少ないと言えま
す。
なお，ＴＳで出来形を計測し
た 25 件のうち，19 件までが施
工管理記録を別様式で手入力し
ていました。（図－ 4） また，

図－４

出来形の施工管理記録の管理方法

図－ 3 で，施工管理記録を自動
作成している工事 20 件のうち
9 件までが従来の巻尺やレベル
でも計測し，自動作成した記録
に誤りがないか照査していまし
た。以上から，ＴＳを用いて計
測や自動記録作成している工事

図－５

ＭＧやＭＣまでの活用状況

でも，最終的な施工の記録，管理は従来のやり方

多く，設計値の三次元データ作成まで行ったの

に頼っているものが多いことがわかります。

は 9 件にとどまっていました。設計値に基づく完

ＴＳ使用の 50 件について目的別に見てみると，
仮基準点等の設置が 34 件，施工管理が 38 件と
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成形と機械の現操作位置をモニター表示すること
でオペレーターの操作を支援するマシンガイダン
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●
ス（以下，
「ＭＧ」と記す。）や，ＭＧを基にリア

には，その都度，従来のやり方で処理せざるを得

ルタイムで油圧自動制御するマシンコントロール

ないのが現状で，こうした不慮の事態に対しても，

（以下，
「ＭＣ」と記す。）に活用されていたのは

今後，一段と容易に変更データを入力し対応でき

17 件のみでした。（図－ 5）この様に，圃場整備で，

るように，設計データの入力変更操作の改良が望

何がしかＴＳを使用したという工事は半数近くあ

まれるところです。

りましたが，施工管理の重要な部分や，ＭＧ，Ｍ

最後に，大きなミスの防止についてです。最終

Ｃといった施工への活用はまだ少ないという結果

的な施工の記録や管理について，従来のやり方に

でした。

頼っているものが多いということは，まだ，管理
を全面的にＴＳに委ねることには不安が残るとい

４．情報化施工の課題
施工管理の重要な部分や，ＭＧ，ＭＣといった

うことかと思われます。ＴＳでの管理の場合，部
分的に入力値の桁を入れ間違ったというようなケ
アレスミスは，ソフトのビューワ機能（図－ 6）

施工への活用がまだ少ない理由について，施工業

などで確認がしやすいです。ところが，圃場内の

者から聞いたことを基に考察してみました。

工事においては，画面上で全体を眺望した操作で

一番が導入コストです。システム導入の初期投

ない場合には，現地で東方から眺め畦畔を右側に

資，設計図書の三次元化，施工機械への取り付け・

50 ㎝移動変更することになったとき，気が付か

調整などでコストが嵩みます。作業員を減らすこ

ずに西方から見た状態で畦畔を右側に移動変更し

とで人件費を抑えることができますが，導入コス

てしまうといったようなことが考えられます。こ

トが嵩むと，同一の作業の施工量が大きく長期間

のため，三次元データの変更操作が多々ある場合

続くなどの比較的大規模な工事でなければ採算が

などは，こうした大きな取り違いを防ぐためにも，

取れないということがあります。また，同じ作業

当面，最低限の丁張り等による現地確認は残すな

であっても，例えば，「二次元データによりガイ

ど，配慮は必要ではないかと考えるところです。

ダンスするシステムでは 1 ヶ月 15 万円程度で済

なお，営農で用いられる圃場管理システム（圃場

むが，三次元データによりガイダンスするシステ

情報システムともいう）では，上空から眺望した

ムにすると 1 ヶ月 60 万円程度，さらに二次元デ

画面上で現在地や見ている方向を矢印などで表示

ータの三次元化に 30 万円かかる」といった具合

することもでき，今後は，こうした機能と連携を

に，導入するシステム次第でコストが相当異なる

図るなどする中でより信頼できるシステムになる

ことがあります。この様なときには，二次元デー

ことを期待します。

タで十分な作業か，三次元データまで必要な作業

い部分的な入力間違

かといった見極めが大切と思われます。今後，情
報化施工の普及，一般化によるコストダウンで，
小規模な工事でも経済的に折り合うようになるこ
とを期待しています。
次に，状況に応じた設計データの変更について
です。一度入力設定したデータでも，地権者であ

図－６

ビューワ機能

る農家等と確認した結果により，畦畔や小用排水
路，農道の位置等に微調整が生じ，変更せざるを
得なくなることが多いと思慮され，そうした変更
に柔軟に対応できるよう，データ操作に手馴れた

５．泥炭地盤における大区画圃場の切盛と
情報化施工

者の育成が施工業者には必要と思われます。また，

寒地土木研究所の資源保全チームでの調査研究

施工中に，掘削面に玉石や湧水等が出てきたとき

で，情報化施工と関連する部分について述べます。
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図－７
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資源保全チームの調査・研究

寒地土木研究所では，積雪寒冷な気候や泥炭，

ルドーザの走行による負荷の度合いが圃場の土壌

重粘土といった特殊土壌における土木技術など

物理性（固相率，飽和透水係数など）に及ぼす影

に関する調査研究を行っていて，寒地農業基盤

響について調査を行いました。図－ 8 が，その調

研究グループでは，そのうちの農地や農業用水，

査を行った水田圃場です。耕作土の厚さが 30 ㎝

農業水利施設の部分を担当しています。
（図－ 7）

で，その下は泥炭土の基盤になっています。北海

うち，資源保全チームでは，農地の面的な部分を

道開発局の国営農地再編整備事業の工事によっ

受け持っています。その一環として，泥炭や重粘

て，3 枚だった圃場が切盛により 1 枚に合わさっ

土といった特殊土壌で，ブルドーザ等重機作業に

て，整備後は縦 125 ｍ，横 170 ｍの均平な大区

よる練返しなどに伴う透水性の悪化を抑制して良

画になりました。作業は 1 日で一連の作業が終わ

好な排水性を確保するという農地整備の土工技術

るように 3 回に分けて行いました。このうち，中

についても調査・研究を進めています。

央の区域での施工について述べます。天候は 2 日

平成 28 年に，МＧで情報化施工を行う湿地ブ

前から晴で，作業は湿地ブルドーザ 8 台で行いま
した。湿地ブルドーザは，接地圧を軽減している
ほか，シューが泥炭の繊維を切断することで本体
が地耐力を失いスリップし沈下するという問題を
解消するため，キャタピラのシューの断面形状が
三角形になっています。図右側の区域を 8 ㎝ほど
切土して，それを図左側の区域に 5 ～ 10 ㎝ほど
盛土しました。切盛前の表土剥ぎ，切盛後の表土
戻しは，図の上下方向に行いました。
写真－ 3 のとおり，近くに回転レーザーレベル
を設置し，湿地ブルドーザの排土板にレーザーセン
サーを取り付けて切盛作業を行いました。レーザー

図－８
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調査圃場平面図

レベルからの信号を受けてセンサーが点滅します
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●
二次元での情報化施工（МＧ）
レーザーセンサー

信号

調べてみました。
表－ 1 が，各調査地点における湿地ブルドーザ
三角形の
シュー

緑色

写真－３

跡が記録されるようにしました。走行による負荷
の度合いで，圃場の土壌物理性に影響が出るかを

回転レーザーレベル

レーザーセンサー

ＰＳの位置精度は 2. 5 ｍで，10 ｍ走行ごとに軌

湿地ブルドーザ
：7 台
超湿地ブルドーザ ：1 台
8 台全てにレーザーセンサーを設置

の走行回数を示しています。このうち No.1 のブ
ルドーザについて走行の軌跡を見てみたものが図
－ 9 です。圃場の中央付近の走行回数が圃場の端
より多くなること，圃場の端では盛土区域の方が
切土区域より多くなることがわかります。こうし

※株式会社トプコンホームページより抜粋

た実態を踏まえて，切土，盛土の計 6 ヶ所で固相

施工現場での取組み（大区画整備圃場）

率，透水係数の変化を調べてみました。その結果
を図－ 10，11 に示します。

ので，オペレーターは緑色の点滅になるように排土
板の高さを調整します。この工事では切盛作業に伴
う圃場の締固め度や密度などの管理は求められて
いなかったこともあり，情報化施工は高さ方向のみ
のＭＧによる二次元管理で行っていました。
この調査では，水平面上での走行軌跡の把握の
ため，湿地ブルドーザ 8 台のうち取り付け可能な
7 台に小型ＧＰＳを設置しました。（写真－ 4）Ｇ

小型 GPS

図－９

写真－４
表－ 1
ブル№
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ブルドーザ No.1 の走行軌跡

小型ＧＰＳの設置

日当たり地点別走行回数

図－ 10

土壌調査地点名
盛土

基盤層（30 ～ 45 ㎝）の固相率の推移

切土

①

②

③

①

②

③

1

2

0

7

4

2

6

2

2

0

2

0

0

0

3

4

0

0

10

0

0

4

13

19

16

10

2

1

5

0

6

0

2

4

0

6

2

0

0

8

0

3

7

0

5

2

2

12

5

計

23

30

27

36

20

15

図－ 11 基盤層（30 ～ 45 ㎝）の飽和透水係数の推移
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盛土箇所の基盤で，作物の栽培に適する値の範
囲の中ではありましたが，若干，固相率が増加し，

地方の動き

●

６．おわりに

飽和透水係数が低下する傾向にありました。今回

今回，施工条件を適切に整え，情報化施工を効

の情報化施工では，管理は高さ方向のみで水平方

果的に活用することで，熟練のオペレーターでな

向では行っていませんでしたが，表土を剥いでか

くても，手直しロスなく，高品質の成果が得られ

ら戻すまでの一連の作業を一日で終えることで基

ました。情報化施工の魅力は大きく，農業基盤

盤の泥炭土の露出時間を最小限に抑えたこと，土

の整備工事においても，要するコストの低減とと

壌が比較的乾燥している状態にあることを確認し

もに段階を追って普及していくものと考えていま

一連の作業を行ったことなどから，作物の栽培に

す。

影響を来たすまでの土壌物理性の変状は生じなか
ったものと考えられました。
切盛後の出来高の凹凸は，仕様書では± 5 ㎝の
範囲内に収めることになっていますが，今回の情
報化施工では，すべての出来形がその 40 ％，ほ
ぼ± 2 ㎝に収まり，見た目でも極めて平坦な仕上
がりでした。（写真－ 5）通常の施工では付きも
のの出来形確認後の手直しは今回まったくありま
せんでした。この点では，出来形の精度に優れ，
労力や時間の大きな節減になっていました。
今回の圃場整備では，高さ方向の二次元でのＭ
Ｇで十分な効果が得られましたが，締固め度等の
土壌物理性の確保等も考慮し，複数台のブルドー
ザにて水平方向を含む三次元で情報化施工するこ
ともあるかと思います。その場合には，水平面上
の走行軌跡データについては全ブルドーザ分を一
つに取りまとめ一元的に取り扱うことが必要かと
思われました。

写真－５

表土戻し後の圃場面の仕上がり
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