企業探訪

職場訪問

技術開発による品質・効率・安全の向上を目指す，
ライト工業株式会社 Ｒ＆Ｄセンター 訪問記
訪問日時：平成 31 年 4 月 4 日 14：00 ～ 16：00
訪 問 先：ライト工業㈱ Ｒ＆Ｄセンター（茨城県つくば市）
訪 問 者：農業土木事業協会事務局長 山田耕士
若鈴コンサルタンツ㈱ 技術企画本部長 本間新哉

この企画は，製品や技術の提供を通してだけ

なっているのが，今回訪れたＲ＆Ｄセンター

では知ることができない会員企業の哲学やそこ

（Research & Development ）（以下「Ｒ＆Ｄセ

で働く技術者の方々の思いなどを読者となるエ

ンター」で表記）です。

ンジニアにつなげることにより，農業農村整備
に関わる技術の仕組みや要素への理解を深める
ことを目指すものです。
さて，大規模地震の発生確率の増加，異常気
象の頻発・激甚化等を踏まえて，国は平成 30
年 12 月，国土強靭化基本計画の変更を閣議決
定し，その取り組みを促進しようとしています。
こうした中で，防災工事ニーズの高まりを受け，
今注目されているのが，地盤改良工事や斜面防
災工事などを行う特殊土木工事業界です。
「特
殊土木」とは，自然斜面において発生する落石，
土砂崩れ，地すべりなどを抑止する斜面防災工

Ｒ＆Ｄセンターは，茨城県つくば市，つくば

事や軟弱な地盤を強化する地盤改良工事などの

エクスプレスの万博記念公園駅から徒歩で 5 分

特殊な技術が必要とされる工事を対象としてい

のところにあります。外観は，白を基調とした

ます。

建物で，上部右の方向に青字の「Raito」の文

この業界を代表する企業の一つであるライト

字が浮かんでいます。施設のデザインは「土」

工業㈱は，最先端の技術で豊かな社会を目指ざ

をテーマに，建物の外側を横方向の線を際立た

すため，1943 年（昭和 18 年）7 月にトンネル

せ，
「地層」を表現したものと伺いました。

の防水・補修を主な業務とした会社として創業
されました。「新たな価値に挑戦し，創造し続
ける」を経営理念に掲げ，特殊土木の専門企業
として人々の安全・安心な生活への貢献を目指
しておられます。
現在（H31.4）北海道から九州・沖縄まで，
全国に 2 支社，7 支店，35 営業所を展開して
いますが，この中で，先端技術開発の中心と
14
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Ｒ＆Ｄセンター長の横田弘一氏，開発企画部

職場訪問

２．時代の要求を先取りした独自技術の開発

長の二見肇彦氏，開発企画部担当部長の関徹也

多くの先端技術がある中，実用化が進んでい

氏から，開発が進められている様々な防災・減

る代表的な開発技術を 3 つ紹介いただきまし

災対策技術とその開発に込めた技術者としての

た。
（以下，
（関部長）の箇所は関氏の発言，
（本

思いを伺いました。また，3 名の若手技術者か

間）は聞き手 本間氏の発言）

ら職場における働き方等についてお聞きしたの
で，訪問記として報告させていただきます。聞
き手は，若鈴コンサルタンツ㈱ 本間新哉です。

（1）位置情報と施工情報を統括して管理する
システム
（関部長）地盤改良の工法には，地盤に細長い

１．未来の安心を生み出す新たな拠点「Ｒ＆Ｄ

穴をあけながら，セメントミルク等を注入し，

センター」

地中に杭のような柱状の改良体を何本も施工

Ｒ＆Ｄセンターは，2018 年（平成 30 年）の

し，地盤を強化する工法があります。その際に

1 月に竣工したばかりの新しい施設です。ライ

は，何本もの改良体を地中に造成します。従来

ト工業の研究開発部門は，宇都宮に機材セン

は，杭の施工位置，すなわち杭芯の位置を測量

ター，東京市ヶ谷の本社に開発本部，習志野に

によって決定し，地面上に直接マーキングを行

技術研究所がありましたが，その 3 部門を統括

い，
その後施工するという手順でした。しかし，

して開発スピードをアップさせ，
「安心できる

この方法だと，改良体施工後に土の盛り上がり

国土を次世代につなげる」という理念を掲げ，

でマーキングが消える，あるいは，降雨後に消

ここ筑波の地に，Ｒ＆Ｄセンターを発足させて

えるといった現場の諸条件で再測量，再々測量

います。

が必要となる状況が発生していました。
さらに，

Ｒ＆Ｄセンターは，「3 つの方針」を掲げて

杭間隔が広ければ問題は少ないものの，間隔が

います。1 つ目は，ライト工業が従来から得意

密になった場合，間違って同じところに誘導し

としていた国土の安全・安心を実現する防災・

て施工してしまうなどのヒューマンエラーを解

減災・インフラ整備技術。2 つ目は環境問題対

消することが課題でした。

策技術の開発。そして，3 つ目が今一番力を入
れて取り組んでいる，ICT 活用技術の開発です。

そこで開発されたのが，「全地球航法衛星シ
ステム（GNSS）による地盤改良機誘導システ
ム：GNSS ステアリングシステム」です。

関部長からは，「少子高齢化
時代における人口減少による
技術者，技能者，職人不足に
対応するためにも，生産性の
維持・向上を目指し，いち早
く ICT を取り込んで，リーディ

関部長

ングカンパニーとして確立し
たい。すなわち，これを実現するための技術と
して，生産性向上に関し，機械化，メカトロニ
クス，少人化，AI 化などに取り込み，一人当
たりの生産性を伸ばすという方針のもと，ICT
の活用技術を一番の開発方針として取り組んで
いる。」と熱く語っていただきました。
GNSS ステアリングシステム
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このシステムは，衛星測位システムを利用し
て，地盤改良機を施工計画位置へ高精度に誘導
できる「マシンガイダンス機能」と従来の「施

（2）地盤改良の品質，出来形を 3D で可視化
する技術
（関部長）従来，地盤を改良する工法には，薬

工管理機能」を統合した地盤改良分野の情報化

液注入，表層改良，深層混合改良工法があり，

施工に対応した技術です。従来，施工位置への

施工結果（注入量等）は紙ベースで出力するこ

機械の誘導は，誘導員が行っていましたが，こ

とが一般的なため，出来あがりの姿がよく分か

れを省略できることから，接触事故などを回避

らないといったことが課題となっていました。

でき，安全性が向上します。また，一つのタブ

そこで開発されたのが，
「地盤改良の可視化技

レットで，位置情報のほかに杭の深さの情報，

術（3D-ViMa システム：スリーディヴィーマ

注入量などの情報が一元で管理が可能となりま

システム）
」です。

す。位置情報の精度については，技術の進歩と
衛星の打ち上げにより精度がどんどん上がり，
最近では，誤差は卵 1 個ぐらいの範囲だそうで
す。また平面の X-Y 方向だけでなく，高さであ
る Z 軸方向の精度も年々向上しています。

このシステムは，
①一目で改良体の深度，スラリー量，羽切回
転数などの施工結果の把握が可能
②支持層に不陸や傾斜がある場合でも支持層
の可視化が可能

（本間）従来の一般的なカーナビの精度が 10 ｍ

③ GNSS を利用した位置誘導システムとの

程度であることを考えると，非常に高い精度で

併用により機械を正確な位置に誘導・操

あることが分かります。ヒューマンエラーによ

作することが可能

る施工ミスを解消し，生産性と安全性を向上す

などの特徴を有しています。

る技術，しかも今後も精度の向上が期待される

また，計画改良範囲と施工の改良範囲の情報

技術は，現場にとって不可欠な技術であり，今

を 3 次元モデルで可視化することが可能となる

後の更なる進展にも期待が持てます。

ため，計画と施工実績の対比や，設計変更の効

地盤改良の可視化技術（3D-ViMa システム：スリーディーヴィーマシステム）
16
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職場訪問

率化を図ることができます。さらに，杭 1 本当
たりのデータだけでなく，施工箇所全体の管理
も 3 次元化で見ることができます。
（本間）この 3D-ViMa と GNSS を併用させたこ
とにより，現場では工期が 20％短縮されたと
伺いました。これらの実績が評価され，この技
術は，平成 30 年度の i-Construction 大賞の優
秀賞を受賞しています。
まさしく，地盤の中の杭を見る，現代の最先

吊り下げ式

Robo-Shot（上）と

吊り下げ式のイメージ（下）

端を行く可視化の現場適用技術として社会の要
請に大きくこたえるものと感じました。
（3）斜面作業の安全性・生産性の向上を目指
した技術
（関部長）従来，斜面のモルタル吹付工事は，
「ロープ足場」と呼ばれる命綱で身体を保持し
た作業員が，ぶら下がりながら人力でノズルを
操作するなど重労働な作業でした。こうした急
斜面や崖面，高所では特に安全性が求められる
とともに，作業員の高齢化や熟練工の減少が課
題となっています。
これらに対処するために開発されたのが，モ

ルタルを吹付ける方向などを制御する装置を付

ルタル吹付作業を機械化した「Robo-Shot：ロボ

けたノズルシステムをクレーンで吊り下げたも

ショット」であり，次のような特徴があります。

のです。複数台のカメラの映像をモニターで確

①機械の遠隔操作方式により，斜面での人力

認しながら，遠隔操作による吹付けが可能とな

作業が不要となるため，重労働作業が軽減
されるとともに，斜面からの転落災害に対
する安全性が大幅に向上する。

り，安全な作業を行うことができました。
（本間）この技術は，平成 27 年度日本建設機械
施工大賞で選考委員会賞を受賞しています。

②人力では吹付の際の反力の関係で安全上課
題であった大量吹付が，従来の 3 ～ 5 倍の
量で施工が可能となる。
③プラントシステムが自動化されたことによ

３．災害における復旧支援技術
地震災害復旧の関連では，関部長から，
「東日
本大震災の復旧では，初めて福島原発の汚染水

り省力化が可能となり作業員不足が解消さ

を止めたのはライト工業の薬液注入材料である」

れる。

と伺いました。

この技術は，平成 28 年 4 月に発生した熊本

また，
「福島の放射能の農地除染対応では，

地震で被災した阿蘇長陽大橋の復旧現場で活躍

農地表面を固化材で固め表土の削り取りを行

しました。この現場では，崖崩れによる二次災

う，ワイパー工法の施工機械を農村工学研究所

害が懸念され，人の立ち入りが困難な高さ 50

と共同開発して，農地の除染に貢献した経緯も

ｍほどの直壁の場所において，吊り下げ式の

ある」とのことで，災害復旧に対応した技術開

Robo-Shot が採用されました。この技術は，モ

発力・瞬発力の素晴らしさを知ることができま
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した。
また，最近よく耳にするドローンに関する技

店の方々も親身になって接していただいてお
り，大変ありがたいと語っておられました。

術についても，「急峻な斜面作業では，最終目

三中さんは，入社 2 年目で，筑波出身の方で

的地への運搬は人力での小運搬に頼っている状

す。現在材料開発部に所属し，先輩に付いて修

況にあるが，重労働や安全性で課題となること

行中であるとのことでしたが，新たなニーズを

がある。課題への対応として，ドローンを使い

踏まえた研究である，局地的な集中豪雨に起因

資材を目的地へ直接運ぶことにより大幅に作業

した土砂崩壊対策工法の開発にも携わっておら

効率と生産性がアップし，現在は 20㎏から 40

れました。

㎏の資材を運搬する試験が行われている。
」と
聞きました。
ドローンによる資材運搬や農業における農薬

今はまだ，現場経験が少ないため，今後は視
野を広げるためにも現場との接点を増やし，現
場ニーズに沿った研究テーマを自身で見つけた

散布技術の開発状況を聞く機会は増えつつあり
ます。多くの資材等を運搬する技術が開発され，
安全性や作業効率とともに生産性が向上する技
術が早期に運用されることを期待します。
４．若手職員に伺いました
須田さん（機械部），
池田さん（材料研究室）
，
三中さん（材料開発部）の 3 名の若手職員に，
職場での働き方について伺いました。
須田さんは入社 5 年目，現在，機械部に所属

斜面崩壊実験

し，GNSS ステアリングシステム開発を担当さ
れています。現在の部署に来られるまで，宇都
宮，本社と移りながらも開発担当を経験してこ
られました。GNSS 開発は，位置情報に係わる
技術や精度がどんどん向上する中にあって，新
旧機材のバージョンを適用することに大変な苦
労があったようです。今後は分析・調査方面の
研究にも取り組みたいとの考えを伺うことがで
きました。
池田さんは，入社 4 年目の女性研究者です。
最初の勤務地は東北とのことでした。本社では

大型土槽降雨試験装置

トンネルや橋梁の補修工事に携わり，現在は環
境部門で土壌中の化学物質や金属物質の化学分
析に携わっておられます。研究で壁にぶつかっ
た時は，上司や長く現場に携わっておられる方
に相談し，問題解決を図ると伺いました。現在
の職場は，女性の立場からみても大変働きやす
い環境であり，個人的にも合っているという気
持ちで仕事に取り組んでいる。また，上司や支
18
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いとの思いを語っていただきました。

職場訪問

横 田 セ ン タ ー 長 は，「 ラ イ

さらに池田さんからは，「Ｒ＆Ｄセンターの

ト工業の担う分野は特殊分野

勤務では，先進的な研究や開発を見ることがで

であるがゆえに，自ら特殊機

き勉強になる。さらに，ライト工業は独自工法

械や地盤改良の材料を開発す

も多いため，ここでしかできない試験を行うと

ることが必要となっています。

ともに，現象を細かく追及し自分の力にして，

そ の た め，ICT を 用 い た 計 測

現場に還元するような仕事をしたい」と力強い

位技術，管理技術なども含め，

発言がありましたが，若手のみなさんに共通す

大量施工技術，省力化機械技術，それに必要な

る思いではないでしょうか。

材料の開発，施工管理技術を合わせたパッケー

横田センター長

ジ技術としての工法確立がＲ＆Ｄセンターでの
５．若手職員の育成について

命題である。」と話されました。また，農業土

二見開発企画部長に若手職

木分野においては，
「土地改良施設の耐震補強

員の育成について伺いました。

や液状化対策をはじめ，今後増加するため池の

二見部長からは，「若手職員で

補強対策においても，作業ヤードが狭く制約が

も，災害対応など工事の繁忙期

ある現場でも安全に対応できる施工機械を充実

には，現場応援ということで，

二見部長

工事の手助け支援にも行き，現
場経験を積んでいる。自分たちが開発した機械
が現場でどのように使われているのかを見る良

させて，国土強靭化に貢献したい」と語られま
した。
横田センター長の発言から，今後の先端技術
の開発の一層進展を予感しました。

い機会ともなっている。」とのことでした。
また，働き方改革の面から休暇の取り方につ

７．訪問感想

いて伺ったところ，「研究部門は，計画的な長

Ｒ＆Ｄセンターの屋外試験場に約 10 ｍ四方

期休暇が取れる環境であり，その点が工事現場

枠のプールに土が入っているところがありまし

を持っている部署と大きな違いである」と，
言っ

た。深さは約 7 ｍあるそうで，地盤改良で薬液

ておられました。

注入工法等の開発において実際に地中に材料を

また，若手の育成方針については，「職員は，

注入し，想定する形ができているのか否かを確

技術開発においても現場でも実際の機器類の使

認する試験場でした。3D の可視化だけでなく，

用法を知っておく方が良いので，斜面でのロー

土の中に注入した物を実際の出来形を掘り出

プ使いや実際に現場で作業機器の使い方を体験

し，目視確認するためのものです。

して学ぶ研修が組み込まれている。さらに，現

現場の課題に正面から取り組み，対応策を発

場ですぐに必要となる玉掛けなどの資格を取る

想し，実験を行い，新しい技術革新等（ICT，

ことができる制度もある。」とのことでした。

衛星，3D 化）を融合し，最先端技術として形

常に現場対応を考えた若手の育成において，

を作る・具体化する姿勢が強く感じられる場所

研修内容も改善しながら，Ｒ＆Ｄセンターの活

がここにもあり，今回の訪問での感想を象徴す

用・役割を高めていく姿勢に，未来へ期待する

るものの一つとなりました。

若者へのメッセージを感じることができました。

今回，ご協力いただいたＲ＆Ｄセンターの皆
様方に心よりお礼申し上げるとともに，ライト

６．Ｒ＆Ｄセンターの目指す方向
今後のＲ＆Ｄセンターが目指す方向につい

工業㈱の益々のご発展を祈念申し上げ，お礼の
言葉とさせていただきます。

て，横田センター長に伺いました。
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つくば市 ライト工業㈱ Ｒ＆Ｄセンターにて
前列左から池田さん，二見部長，横田センター長，三中さん，須田さん，
後列左から本間氏，関部長，渡邉技術営業本部部長
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